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は じめに

本稿 は、本誌 ほかの拙文 で扱 って きたイギ リスの在宅介護者 につ いての作業 の一部 である。

I

コ ミュニテ ィーケア と在 宅介護者

コ ミュニ テ ィー ケア・ サ ー ビス の定 めは、戦後 に限 って も 1948年 に遡 る。国民扶助 に関す る

1948年 法 は、障害者 へ のサ ー ビス給付 につ いて定 める。保健 サー ビス と公的保健 に関す る 68年 法
な らびに国民保健 サー ビス に関す る 77年 法 も、それぞれ高齢者 と病人 に対す るコ ミュニ テ ィーケ
ア・サ ー ビスの給付 について定 める。これ らの法律 は、サー ビス を要す る人 々の決定 とサー ビスの
給付 とを自治体 の社会 サー ビス部 (SSD)も し くは社会事業部

(SWD)に 義務 づ ける。 しか し、義

務 づ けは、 この限 りである。 3つ の法律 は、今 日アセス メ ン トと呼 ばれ る状況 の調査 と判定 とを
社会 サ ー ビス部 や社会事業部 に義務 づ けない。 ここか ら次 の問題 が生 ず る。 すなわち、サー ビス
を必要 にす る人々の特定 を遣 り過 ごし、 これ を基 にどのよ うなサ ー ビス も給付 しないので ある。

T.ク ラー ク (Tom Clarke)下 院議員 は、 この法律上 の逃 げ道 をふ さぐべ く努力 を重ねた一人 で
ある。 この議員 が個人 として提 出 した法案 は、 のちに障害者 のサー ビスにかかわ る諮問 と意思表
示 に関す る86年 法 として実 を結 ぶ。 この法律 は、障害者 のアセスメン ト請求権 についてはじめて
認 め、サ ー ビスに関す るニ ーズ の調査 と判定 とを社会 サー ビス部 な どに義務 づ ける。86年 法 は、在
宅介護者のニーズについて も視野 を広 げ、一定 の法的な位置 づ けを与 える。すなわち、社会 サー
ビス部 な どは、在宅介護者 が介護 を担 い続 けられ るか どうか について考慮 しなければな らない。
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この義務 は、在宅介護者 による請求 の有無 にかかわらない。在宅介護者 の性別 はもとよ り年齢 も
間わ ない。 もとよ りこの義務 づ けは、すべ ての在宅介護者 を念頭 に措 くわ けではない。 かな りの
量の介護 をいつ もの よ うに (substantial amounts of care on a regular basis)担

う在宅介護者

だけを対象 にす る。 また、すで に介護 を担 ってい る場合 に限 られ、 これか ら介護 を担お う とす る
いわば潜在的 な在宅介護者 は、除外 される。 しか も、介護 を担 い続 けられ るか どうかに考慮 を払
う ことで あって、在宅介護者 とその介護 を取 りま く状況 の全般的な調査 まで義務 づ けてい ない。
在宅介護者 へ の関心 は、86年 法 の制定後 に広 が りをみせ る。88年 の『グ リフ ィス報告』は、在
宅介護者 にい くつかの言及 をした ことで も良 く知 られ る。 コ ミュニ ティーケ アの原則 と目的 とを
確認す る ことが まず もって重要である として、次 の ように述 べ る(1ヽ 第 1に 、被介護者 が、病院 や
施設 で介護 を受 けるよりもで きうる限 り自宅 に留 まるようにす る こと。第 2に 、介護 の負担 に窮
す る ことのない ように在宅介護者 を援助 し、息抜 きの機会 を提供す る こと。第 3に 、 ふ さわ しい
援助 を被介護者 に提供 し、 日常生活 に予想 され る混乱 を これ によってで きうる限 り少 な くする こ
と。第 4に 、身体的 もしくは情緒的 な不調 か ら生 ず る精神的 な圧迫感 や緊張感 を和 らげる こと。
第 5に 、援助 され る人々のニーズに合致す るよう最 も効率的 にサー ビス を設計 し提供す る こと。
最後 に、地域 内の全 ての資源 を援助 の為 に活用す ること。 ここにい う資源 には、在宅介護者 は も
とよ り教会、 ボランテ ィア団体 な ども含 まれ る。『グ リフ ィス報告』は、 こうした考 えを拠 り所 に
さらに次 の ように指摘す る。在宅介護者 に適切 な水準 の援助 をお こなうことなしには在宅介護者
自身 の生活 の質 を損 な うに とどまらず、被介護者 に提供 され る介護 の水準 さえも低 めかねない。
これ は、是非 とも避 けなければな らない。では、 どうすれ ば良 いで あろうか3社 会サー ビス部 は、
定期的 な再調査 を含 むアセスメン トと判定 の責任 を負 い、 これ を基 に コ ミュニ ティーケアのニ ー
ズについて確認 し、所要 のサー ビス を給付 しなければな らない。 アセス メ ン トと判定 は、在宅介
護者 な どとの充分 な相談 をへ て しか るべ きである。『グル フ ィス報告』は、86年 法 の限界 を念頭 に
措 きなが らアセスメン トと判定の権限 にはじめて言及す るのである。

89年 の 白書『人 々の為 の介護 一 次 の 10年 とそれ以降の コ ミュニ ティーケアー』は、次 の事実 を
政府 としてはじめて認 める。すなわち、地域 における介護 の大部分 は、在宅介護者 によって担わ
れ る②。それゆえ社会 サー ビス部 の重要 な責務 のひ とつは、在宅介護者 を援助す る ことで ある。こ
の種 の援助 は、 自書 によれば適切 で根拠 のある投資 で ある。 白書 は、 このよ うな理解 を出発点 に
次 の提言 をお こな う。アセスメ ン トは、被介護者 と在宅介護者 の希望 な らびに在宅介護者 の介護
継続 の可能性 を重視 して こそ意 義 を持 つのであつて、 で きうるな らば被介護者 と在宅介護者 の活
発 な参加 を得 て実施 されなければな らない。
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被介護者のアセスメントに言及す
国民保健 サー ビスとコ ミュニティーケアに関する 90年 法 は、
るものの、在宅介護者 のニーズ とアセスメン トには直接触れない。在宅介護者への言及 は、社会
サービス部 によるボランティア団体への諮間 にかかわって、在宅介護者 の利害 を代表する団体 を
これに含めると明示す る限 りである13b。 在宅介護者 の法的な扱 いは、保健省 『90年 法 に関する政
策案内』に詳 しい。い くつかの重要な内容 をそ こから読 み取 ることがで きる ヽ第 1に 、アセスメ
ン トは、在宅介護者か ら得 られる援助 を考慮 に入れなければならない。第 2に 、在宅介護者 は、
介護が 自分自身 と公的な機関 との双方の責任 のわかちあいによることを心に止めなければならな
い。第 3に 、在宅介護者の意思 と選択は、考慮 に入れられてしかるべ きである。第 4に 、在宅介
護者の介護を担い続けたい とする意思は、なんの証拠 もなしに当然の ことと決 めてかかってはな
らない。第 5に 、サー ビスの利用者 と在宅介護者への諮問 は、アセスメン トの一環でなければな
らない。最後 に、在宅介護者は、 コ ミュニティーケア・ サービスのニーズを自分独自に持つ と判
断す るならば、被介護者 むけのそれ とは全 く別個 のアセスメ ン トについて求 めることができる。
これらの内容 は『政策案内』に明示 されるように全 ての在宅介護者 に適用 される。
「かな りの量の
介護 をいつ ものように担 う」とい う 86年 法の限定 は、 ここにはない。 もとより問題 のないわけで
はない。『政策案内』は、アセスメン ト請求 とサー ビス受給 を権利 として在宅介護者 に認 めるわけ
ではない。アセスメン トの実施 は、社会サービス部 の裁量の範囲にある。アセスメン トがなんら
かの形で行われた場合 でさえ、 それが在宅介護者へのサービス給付 として実を結ぶか どうかも、
当局 の判断 に委ねられる。
保健省 (DH)は 、90年 の F政 策案内』に続 いて『在宅介護者 に応える一サービス設計 の為 の案
内一刷 と題する冊子を翌 91年 に公刊 し、自治体 に配布す る。 この冊子は、バー ミンガム市やブ
ライ トン市あるいはス トックポー ト市 などの先駆例 を紹介 しなが ら在宅介護者 のニーズ調査 と
サービスの設計 についてわか りやす く案内 した ものである。冊子 の終章 に当たる第 5章 では、在
宅介護者 にサービスを給付するに当たっての 3つ の基本的な考え方が改 めて強調 される。
第 1に 、
サービスは、
在宅介護者 にふさわしい内容 と形態でなければならない。
在宅介護者 の希望す るサー
ビスこそ提供 されなければならないのであって、第 3者 の見込 みや期待 にそって給付 されてはな
らない。第 2に 、サービスは形式ばらないや り方で 自在な融通 と好意 とをもって提供 されなけれ
ばならない。第 3に 、在宅介護者 むけのサー ビスを多様 な媒体 を介 して広 く周知 しなければなら
ない。冊子 は、サー ビスに要す る時間 と経費 について正当に指摘 して、自治体関係者の注意を喚
起する。
「在宅介護者へのサー ビスの周知あるいは在宅介護者 と職業柄接す る専門職者への同種 の
広報 は、時間の掛 かる仕事であり、多少の資金の投入 なしに行 い得 ない。 したがって、時間 は予
―‑77‑―

経済研究 3巻 1号
0。 もっ ともな
め見積 もられ、 お金 も予算化 されなければな らな い……」
指摘 で ある。

93年 4月 に始 まる90年 法 の施行 に照準 を合 わせて発行
保健省 の『政策案内』とこれ に続 く冊子 は、

され る。在宅介護者 は、これ らの文書 にそって従来 にない位置 づ けを与 えられ る。少な くとも 2つ の
ことは忘れず に述 べ ておかな ければな らない。まず、
被介護者 のニーズに関す るアセスメ ン トは、
彼
もし くは彼女 の世話 に当た る在宅介護者 のニーズ を考慮 に入れな ければな らない。さらに、
在宅介
護者 むけの援助 は、これ までにな く高 い優先度 が与 え られなければならない。か くして在宅介護 者
は、
政府 の文書を読む限 り相応 の援助 とこれに伴 なう生活 のかな りの変化 とを期待 できるのである。
在宅介護者 へ の援助 は、政府 の文書通 りに進んだか とい えば残念 なが らそうではない。下院保
健委員会 (HC)は 、93年

1‑3月 の調査 を踏 まえて次 のような状況 について公表す る。在宅介護

者 のニ ーズは、折 りか らの厳 しい財政事情 の下 で被介護者 のそれに比 べ て軽 ん じられ る0。 た とえ
ば長期 の居住介護施設 は、在宅介護者 とその負担 に何 の配慮 も見 せ ず に計画通 り次々 と閉鎖 され
る。在宅介護者 は、施設 か らしめ出 され る被介護者 を これ とい った準備 もなしに 自宅 に迎 え入れ
なければならない。下院保健委員会 のい う事情 は、90年 法の施行 された 93年 4月 以降 に も確認 さ
れ る。在宅介護者全国協会

(CNA)は 、93年 末 か ら 94年 はじめにかけて手掛 けた調査 に沿 って、

「在宅介護者 の大多数 は、93年 の コ ミュニ テ ィーケ ア改革 の下 にある とはい えそ
次 の結論 を下す。
の暮 らし向 きになんの改善 も経験 しない。 これが、現在 の状態 である。 サー ビス は、 む しろ悪化
し、利用者 の負担 も一段 と重 くな った と言 う者 もい る。社会 サー ビス部 が在宅介護者 のニ ーズ に
かってな くて いね い に配慮す るようになった と述 べ る者 は、 ほんの僅 かで ある。アセ スメン トを
新 し く経験 した在宅介護者 の半数以上 は、 ニ ーズ に合 致す るサー ビス を提供 されない ことか ら、
至 って不満 の様子 で ある0」 。

94年 4月 か ら翌 95年 3月 に至 る 1年 間 は、90年 法 の施行 か ら数 えて 2年 目に当た る。 この 1
年 は、政府 の財政補助 に重 要 な変更が加 えられ る。政府 は、必要経費 の 9%に 当たる額 を利用者
の負担 によって賄 な うよう自治体 の指導 に乗 り出す。利用者の負担 は、 自治体 の判断 に委ね られ
るとい う法的な定 めを熟知 した上での指導 である。しか し、少 な くない 自治体 は、コ ミュニ ティー
ケア・ サ ー ビス に利用料 を課 して経費 の一部 を補 てんする ことにため らい を見 せ る。必要経費 の

9%に 当た る額 を利用者負担 によって工面する自治体 は、全体 の僅 かに 36%に す ぎない。利用者
負担 による経費 の確保 は、この為 に全 ての 自治体 の平均 で 8%に とどまる。 ちなみにロ ン ドン自
)。

治区の平均 は、6.85%で ある。同 じく自治都市 のそれ はt7.1%で ある。 ことは、政府 の 目論見通
りに進 まなか ったので ある。 とりわ け大都市 でそ うで ある。
この結果 は、被介護者 と在宅介護者 に とって好都合 とばか り言 えない。利用者負担 の引 き上 げ
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が政府 の計画通 りに進 まなかった ことか らすれば、 それは、利用者負担 の抑制 に他 な らない こと
か ら確か に有益 で ある。 しか し、 自治体 へ の補助金 は、 9%と い うガイ ドライ ンに沿 つて配分 さ
れ る。9%を 下 まわ るか らとい って補助 金 の増額 をあてにで きるわ けではない。自治体 の財源 は、
政府 のガ イ ドライ ンの下 で 9%を 下 まわ る比 率 に応 じて少 な くなる。 自治体 は、財源 と地域 住民
のニーズ とを見据 えなが らサー ビス に優先順位 を付 けざるを得ない。結果 は、 サー ビスの給付 を
待 ち受 ける人 々 の増加 で ある。
在宅介護者 へ の援助 は、 こうした財政状況の下でその後 どの よ うに推移 したであろうか。 まず
は、在宅介護者全国協会 の 94年 調 査(10に 主 として拠 りなが ら検討 してみた い。

94年 調査 は、 2つ の主な 目的 に沿 って実施 され る。その一つ は、93年 4月 以降 にお ける コ ミュ
ニ テ ィー ケアの在宅介護者 へ の影響 を確かめる ことで あ る。 い まひ とつ は、留意 を要す る政策問
題 について見究 める ことで ある。94年 調査 は、 これ らの課題 に迫 る為 に 4つ の今 日的な領域 に的
を絞 って設計 され る。第 1に 、知識 と情報 で ある。 どれだ けの在宅介護者 が どのような手段 を介
して 93年 4月 か らの変化 について認識 して い るであろうか。第 2に 、アセスメ ン トで ある。在宅
介護者 はアセスメ ン トをどの様 に、 あるい は どの程度受 け、そのニ ーズ は、アセスメン トを通 し
て どの程度確 かめ られたであろうか。第 3に 、サ

=ビ

ス とその充実 である。在宅介護者 は、93年 4

月以降 に どの ようなサ ー ビス を受 けたであろうか。新 しいサ ー ビスの発展 は、確 かめ られ るであ
ろうか。充足 されないニーズの存在 も当然の こ となが ら問題 になる。最後 に、サ ー ビスの利用者負
担 である。利用料 は、 サ ー ビスの利用 に どの よ うな影響 を及ぼ し、 これに対 す る在宅介護者 の態
度 は、 どの ように特徴 づ けられ るであろうか。調査 は、94年 の 11月 に実施 され る。調査票 は、在
宅介護者全国協会 の会員名簿 か ら選 ばれたイギ リス全上の在宅介護者 に送付 され、 1,959通 の調
査票 が 回収 され る。但 し、回答 を寄 せた在宅介護者 の全てが、調査項 目にもれな く記入す るわ け
ではない。回答者 は、 この為 に調査項 目によってやや異 なる。在宅介護者 のサ ンプル は、無作為
抽 出 によるわ けでない ことか ら一定 の限界 を持 つ。 これは、在宅介護者全国協会の資金力 か らし
て無理 か らぬ ことで ある。調査結果 は、無作為抽 出 による場合 に比 べ ると 2つ の片寄 りを持 つ。
第 1に 、93年 4月 以降の コ ミュニ テ ィー ケアについて相対的 にしろ良 く知 り、援助 を受 けやす い
在宅介護者 にやや片寄 る結果 である。調査対象 は、在宅介護者 の団体 としてイギ リスで良 く知 ら
れ る在宅介護者全国協会の会員である。会員 は、この団体 の発行す る月刊誌 を定期的 に受 け取 り、
地域 の在宅介護者 グループ に属 してその会合 に顔 を出す人 々で ある。情報の量 は、 おのず と豊富
である。未組織 の在宅介護者 とはやや事情 を異 にす る。第 2に 、片寄 りは、在宅介護者 の属す る
世帯 の平均収入 と人種構成 に も見 られ る。平均収入 は、在宅介護者 の属す る世帯 の平均 よ り相対
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的 にしろ高 い。人種 の構成 は、 自人 にはっき りと傾斜 す る。両者 の片寄 りは、 これ も在宅介護者
全国協会の会員調査であることに由来す る。 この団体 は、あ くまで在宅介護者 の中での ことなが
ら所得水準 のやや高 い層 を組織す る。また、人種別 にい えば白人 に影響力 を もつ とはい え、少数民
族 に属 す る在宅介護者 の組織化 になると、
地 をはうような努力 と工夫にもかかわ らず実績 に乏 しい。
社会 サ ー ビス部 の業務 のひ とつ は、保健省 の 92年 9月 25日 付 の通達 に従 えばアセスメン トの
措置及 び介護サ ー ビスの周知 で あ る。在宅介護者 へ のサー ビスの周知 は、保健省 の 自治体 むけの
冊子 にも極 めて重要 であると指摘 され る(11ヽ しか し、現状 は、保健省 の委託調査 (93年 5月 実施 )
も認 めるよ うに期待 はずれ の結果 である。多 くの人 々 は、アセスメン トやサ ー ビスについて何 も
知 らない。 これが偽わ らざる現状 である。
では、在宅介護者全国協会 の調査 に従 えば、 どの ような状況 であろうか。結果 は、表 1の 通 り
である。90年 法 について知 る在宅介護者 は、法律 の施行 か ら数 えて 5カ 月後 の 93年 9月 における

73.0%か ら同 じく 18‑20カ 月 のちの 94年 9‑11月 における 84.8%へ と増 える。しか し、73.9%
に当たる在宅介護者 は、法律 の施行 か ら 5カ 月 の時点 でアセスメン トを受 けて いない。 この うち
の過 半 は、 ア セ ス メ ン トを受 けな い理 由 として ア セ スメ ン トに つい て知 らな い と答 え る(la
(55%)。

アセスメ ン トについて知 る在宅介護者 は、法律 の施行 か ら 18‑20カ 月後 になると表 に

示す ように 78.2%に まで増 える。 しか し、 ここに言 うアセスメン トは、被介護者 のそれで あ る。
在宅介護者 が知 るのは、 この種 のアセスメン トである。在宅介護者 は、 自分 を対象 にす るアセス

表 1 コミュニテ ィーケアに関する90年 法の施行に伴 う諸変化 についての認知状況
実

コミュニティーケアに関する新 しい法律 (93年 4月 1日 rtf
a。

数 ② (人 )

知って い る

知 らな い

(A)

(B)

比

率

(%)

(A)

(B)

311

73.0

27.0

1,650

84.8

15.2

1,505

78。

2

21.8

1,225

64,1

35,9

1,257

65.6

34.4

Tl

1993年 9月 調査(D

b.1994年 9‑11月 調査
社会サー ビス部 によるアセスメ ン トの実施
公的な資金による介護の受給要件 としてのアセスメント
アセスメン トの実施 され る場所
在宅介護者 のニーズに関す る個別 のアセ ス メ ン トに
ついての依頼可能性

734

1,164

38,7

61.3

病院 の退院者の為 の独 自の治療・ 介護計画 の策定

929

978

48.7

51.3

[資 料 ]Norman

Wameri Community care;just a fairy tale?,report of a UK rescarch survey commissioned
by CNA,cNA,1994,p.23,Norman Wanler,Better tomorrows,report of a national study of carers
and the conlmunity care changes,CNA,1995,p.32よ り作成。

9‑11月 調査 の結果 である。
(2)両 者 の合計 は、調査 の質問項 目によって少 しず つ異 な る。

[注 ](1)こ れ を除 いてす べ て94年
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メ ン トとその依頼 の可能性 について あ まり知 らない。 これを知 らない在宅介護者 は、表 に示す よ
うに 3人 に 2人 近 くと多数 である。
保健大臣 は、 コ ミュニ ティーケアに関す る不服 申立ての手続 き とその扱 い につ いて定式化す る
よ うに 自治体 に命ず る。90年 の ことである。自治体 は、手続 きの定式化 と周知 とを翌91年 4月 まで
に完了す るよ うに求 め られ る。不服 申立 て手続 きに欠かせない要件 のひ とつ は、手続 きのわか り
やす さ と手続 き行使 の しやすさで ある。 アセスメン トに納得 で きない人 々は、不服 申立 ての手続
きに沿 って異議 を唱 える ことがで きる。 しか し、この手続 きを知 る在宅介護者 は、著 しく少 ない。
この種 の情報 を得 た在宅介護者 は、アセスメ ン トを受 けた場合 に限 って も 29。 2%、 アセスメン ト
を経験 しない場合 になる と僅かに2.0%、 平均 23.3%で ある。4人 中 3人 強 に当た る在宅介護者 は、
この手続 きを知 らない計算 になる。社会 サー ビス部 は、どの程度 の広報 を手掛 けたのであろうか。

94年 12月 に行われた別 の調査 に よる とイ ングラ ン ドとウ ェールズ にあ る 93の 社会 サ ー ビス
部 の 97.8%に 当た る 91の 部 は、不服 申立 ての手続 きを在宅介護者 に周知 した と答 える(13、 保健大
臣の命令 に反 して周知 を怠 った社会 サ ー ビス部 は、実数 にして僅 かに 2、 比率 にして 2.2%に す ぎ
ない。社会サー ビス部 は、 この結果 を見 る限 り不服 申立 てについて周知 を計 って い る と受 け取 る
ことがで きる。 しか し、 4人 中 3人 強 の在宅介護者 が手続 きについて知 らな い とい う別の事実 と
突 き合わせ るな らば、社会サー ビス部 の情報 は、広報 にむけた努力 にもかかわ らず在宅介護者 の
手 に届 いていない と判断せ ざるを得 な い。
保健省 は、周知 にむ けた方法 として 3つ を示す。 まず、 リー フ レ ッ トを作成 して手続 きについ
てわか りやす い言葉 で説明す る こ と、 また、 自治体 の庁舎 の一 角 に掲示する こと、 さらに、視覚
に訴 える表示や口頭 による提示 をボラ ンテ ィア団体 や在宅介護者 のグループに行 うこと、 これ ら
で ある。しか し、これ らの方法 は、不服 申立 て手続 きに関す る在宅介護者 の認知状況 に照 らす時、
効果的 で ある とは言 いがた い。
援助 に関す る通 常 の情報源 は、多岐 に亘 る。 しか し、主 な源泉 は、在宅介護者全国協会 で ある。

5人 に 4人 以上の在宅介護 者 は、 この源泉 をあげる (83.5%)。 次 いで多 いのは、在宅介護者 のグ
ルー プで ある (37.8%)。 社会 サ ー ビス部 か らの連絡 や社会 サー ビス部 の印刷物 をあげる在宅介護
者 は、 3人 に 1人 もしくは 4人 に 1人 さえ下 まわ る (30.6%、 23.1%)。 その理 由の一 片 は、社会
サー ビス部 自身 の対応 か ら説明 され る。在宅介護者 とそのニ ーズに的 を絞 った印刷物 は、 3分 の

2の 社会 サ ー ビス部 で作成 され提供 され るにす ぎない (66.7%)。 他 の 3分 の 1に 当た る社会 サー
ビス部 は、 この種 の印刷物 を作成 していない (33.3%)。 その他 の情報源 は、在宅介護者全国協会
以外 のボランティア団体 (20.6%)、 新聞 (20.1%)、 一般開業医 (17.5%)、 テ レビ (16.2%)、
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雑誌 (14.2%)、 ラジオ (13.6%)な どで ある (多 重回答 による)。
社会 サー ビス部 か らの情報 に 目立 った改善 を期待す る在宅介護者 は少 ない。在宅介護者 は、 か
わって商店 や医院 の利用 による情報 の入手 につ いて興味深 い提言 をす る。「殆 ん どの在宅介護者
は、買物 に出掛 けます。店舗 で よ り多 くの情報 を入手で きると思 い ます」。「繁華街 にある商店 か
ら情報 を得 られ るようにした らどうで しょう」。「医院 で在宅介護者 グループ について知 らせた ら
どうで し ょう。医院や薬局 に リー フレ ッ トを置 けば持 って帰 る こ とがで きます」。いずれ も在宅介
護者 の生 活行動 とその場所 に着 目 した示 唆 に富 む発言 で ある。
マ ス メデ ィア は、在宅介護者 へ の情報源 として期待 され る程 の役割 を担 って いない。 その理 由
は、 2つ 考 えられ る。一つは、 マ スメデ ィアが在宅介護者 の関心 や援助 に充分 な配慮 を払 つてい
ない ことで ある。 い まひ とつ は、在宅介護者全国協会 の会員 であるだ けに、 この団体 か らの情報
に信頼 を寄 せ、 あえてマ スメデ ィア をあてにしな くて も良 い ことで ある。 しか し、 マ スメデ ィア
が、農村 に居住す る在宅介護者 や介護 を担 う児童 あるい は少数民族 の在宅介護者 な どの いわば隠
れた人々 に情報 を届 ける上で重要な役割 を担 うで あろうことは、充分 に予想 され る。 6人 に 1人
強 の在宅介護者 は、
在宅介護者全国協会 の 92年 調査 によれば新聞やテ レビあるいはラジオ を介 し
て介護者 としての 自分 の地位 について理解す るに至 る。の(17.0%)。 ちなみに他 の媒体 は、在宅介
護者全国協会 (24.0%)、 ソーシ ャル ワーカー (16.0%)、 一般開業医 (15.0%)、 被介護者 (14.0%)、
友人 (10.0%)、 地域看護婦 や病院職員 (9.0%)な どで ある。
アセスメン トは、被介護者のニ ーズ を確かめ、サー ビス に対す るなん らかの利用者負担 につい
て調 べ るとともに在宅介護者 のニ ーズについて も別個 に調査す る ことを目的 にす る。保健省 は、
アセスメン トの望 ましい あ り方 として次の 8つ の要件 を示 して、その実施 を社会サー ビス部 に求
める。(1)在 宅介護者 は、介護 を担 い続 ける意思 を持 つ とはなか ら決 めてかか らない こと。(2)介 護
サー ビス について入手 しやす く、 かつ また理解 しやす い情報 を提供す る こと。(3)在 宅介護者 のア
ニー
セ スメ ン ト過程 へ の参加 を被介護者 の同意 を得て進 める こと。
(4)在 宅介護者 と被介護者 とが、
ズに合 うようにサ ー ビス を選択 で きる こと。(5)介 護 は、責任の分担 で ある とい う受 け止 め方 を強
制 せ ず に在宅介護者 の判断 に委ね ること。

)在 宅介護者 の求 めが あ るな らば、 そのニーズ に沿 う

別個 のアセスメ ン トを行 う こと。(7)出 された不満 を記録す る ことは もとより、不満 へ の対応 を忘
れない こと。侶)ア セスメン トは、被介護者 な どの環境 に変化 の生 じた時、再 び実施す る こと。
在宅介護者 へ の別個 のアセス メ ン ト政策 は、社会 サー ビス部 の 回答 によれ ば 80%以 上 の社会
サー ビス部 によって立 案 され実施 に移 され る。 アセスメン トの依頼 か ら実施 までの平均期 間 は、
これ も社会 サ ー ビス部 の回答 によれば 1カ 月未満 が殆 ん どであ り(79.7%)、
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あ って も 3カ 月 を超 す ことはない (20.3%)。 在宅介護者 へ のアセスメン トは、 これ らの回答 を見
る限 り実 に望 ましい姿 を示す ように思われ る。 で は、在宅介護者 の 日常の経験 に照 らす時、 どの
ような姿 を確 かめることがで きようか。
アセスメン トを受 けた者 の比 率 は、90年 法 の施行 された 93年 4月 の前後 で特 に これ といった
変化 を見 せ ない。表 2に 示す通 りで ある。90年 法 は、 この結果 に照 らす限 り在宅介護者 の 日常 に
殆 ん ど何 の影響 も及 ぼさない と言 えそ うである。94年 調査の対象 は、前 にも述 べ た ように一人残
らず在宅介護者全国協 会の会員 であるだ けに関係す る情報 をより良 く入手 で きる立場 にある。 し
か し、そうした回答者 で さえも 3人 中 1人 強 は、アセス メ ン トの行われ る場所 について知 らない。
アセスメン トの依頼 か ら実施 までの期間 は、
在宅介護者 の経験 に即す る限 り決 して短か くない。
被介護者 のアセスメン トについて依頼 か ら 1カ 月以 内の実施 は、93年 調査 で 93%、 94年 調査 に従
えば 56%と い う状況 である (他 のそれぞれ 7%、 44%は 、 1カ 月以 内 に受 けてい ない、 もしくは
アセスメン トについて知 らない)。 1カ 月以内 の実施 が減 るばか りでない。「被介護者 のアセスメ
ン トを得 るのがそ もそ もむずか しい」 と答 える在宅介護者 は、22%(93年 調査 )か ら 27%(94年
調査 )へ と僅 かなが ら増 える。 アセス メ ン トを受 ける上での障害 は、93年 4月 以降 の新 しい環境
の下 で消滅す るであろうとい う議論 もある。90年 法 の適用 を好意 的 に評す る議論 である。しか し、
上 に紹介す る結果 は、 この種 の見通 しの底 の浅 さを裏 づ ける。
在宅介護者 の 3人 に 2人 弱 は、被介護者 のアセス メ ン トに関す る限 り被介護者 のニーズに対応
す ると評 する (64%)。 しか し、 自分 自身 のアセスメン トになると、 ニーズに対応す る と好意的 に
評す る在宅介護者 は、半数 を割 る (46%)。 さらに、在宅介護者 は、 アセス メ ン ト結果 の提供 をど

表2

コミュニテ ィーケアに関する90年 法 の施行前後 におけるアセスメン トの経験等状況
実

数 (1) (人 )

受けたもしくは 受けないもしく
知っている(A) は知らない(B)

比

率

(%)

(A)

(B)

1,024

46.0

54.0

1,354

24.0

76.0

1,001

47.0

53.0

20.0

80.0

1993年 4月 以降にアセスメ ン トを受 けたか どうか

a.被 介護者
b.在 宅介護者
1993年 3月 以前 にアセスメン トを受 けたか どうか

a.被 介護者
b.在 宅介護者

887
357

ア セスメ ン トの行 われ る場 所 を知 うて い るか どうか
[資 料 ]Norlnan

1.429

11265

Wamer,Better tomorrows,report of a national study of carers and the community care

changes,Opo cit.,p.41よ リイ
昔用。
[注 ](1)表 1、 [注 ](2)に 同 じ。
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の ように評価す るで あろうか。 この種 の結果 が提供 された と答 える在宅介護者 は、 3人 に 1人 強
にす ぎない (37%)。

この比 率 は、93年 調査 の結果 (40%)よ りも 3ポ イ ン トの低下 である。 かわ

りにアセス メン トが、社会 サー ビス部 の 自由 にしうる財源 によって制限 されて い ると答 える在宅
介護者 は、半数 を超 す (55%)。 この比 率 は、93年 調査 の結果 (51%)に 比 べ る と 4ポ イ ン トの上
昇 である。
アセスメン トは、保健省 の指導 に もかかわ らず被介護者 な どの環境変化 に対応 して繰 り返 され
て いない。 アセス メ ン トが繰 り返 された とす る在宅介護者 は、 5人 中 2人 さえ下 まわ る (38%)。
他 の 5人 に 3人 強 は、環境 の変化 に もかかわ らずアセス メ ン トを受 けていない と答 える (62%)。
保健省 の指導 と社会 サ ー ビス部 の実際 とは、 かな りの隔た りを示す。在宅介護者 が、環境 の変化
に伴 な うアセスメン トの再実施 とい う指導 を日常 の経験 に即 して確信 しうるか とい えば、残念 な
が ら程遠 い状況 にある。
アセスメ ン トを経験 に照 らして積極的 に評価す る声 は、少数 で あるとはい え確かに存在す る。
知的障害 の息子 を看 る母親 は、次 の よ うに言 う。
「私 は、息子 の一 時休息 の為 のアセスメン トに掛
か り合 い ました。地域看護婦 がアセスメン トを行 い ました。 それは もう申 し分 のない程良 い もの
で した。彼女 は、私 が尋 ねなければな らない と思 っていた以上の こ とを私 にたずねて くれ ました」。
アル ツハ イマー症 の夫 を世話す る高齢 の在宅介護者 も、アセスメン トとその後 のサ ー ビス受給 に
照 らして好意的 に指摘す る。「私 は、 ソーシ ャル・ワーカー を通 して大 を一時休息 の施設 に入れ ま
した」。しか し、この種 の積極的な指摘 は、少数 で ある。ロン ドンに限 ってい えば皆無 でさえある。
ロン ドンの在宅介護者 は、一様 に否定的 な評価 である。障害 を持 つ夫の世話 に当たる黒人の在宅
介護者 の声 に耳 を傾 けてみ よ う。
「 アセス メ ン トは、あわただ しく行 われ ました。アセス メ ン トの
写 しは、渡 され ませんで した」
。高齢 の父親 を看 る在宅介護者 も言 う。「父親 は、 アセスメン トを
一年前 に受 けました。父 は、アセス メ ン トか ら 3カ 月 のちにデイセ ンター に行 きました。 これ は
有益 で した。 しか し、父 のニーズについて書面 で示 されることは、一切 あ りませんで した。在宅
介護者 のアセスメン トについて も何 も提案 され ませんで した」。精神病 を患 らう夫 を看 ると同時 に
子供 の世話 をす る中年 の在宅介護者 も指摘す る。「 アセスメン トについて尋ね ようとは思 い ませ
ん。他 で もあ りません。私 たちには資力 もあ り、 なにも提供す るわけにいかない、 と病院 に告 げ
られたか らです」。

94年 調査 は、在宅介護者 のサー ビス利用 にかかわ る 93年 4月 か らの措置 につ いて も尋ね る。そ
の調査項 目は、週末 にお けるサ ー ビスの利用 をはじめ一 時休息 とその選択、居住介護施設 もしく
はナー シングホーム の利用、 サー ビス に関す るニ ーズ と実際 との隔た り、社会 サ ー ビスヘ の信頼
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度 と民間 サー ビスの私的 な利用状況 な どである。

93年 4月 か らの措 置 が追 い風 になった と好意的 に評す る在宅介護者 は、表 3に 示す ように 5人
中 1人 にさえ満 たなぃ。多 くの在宅介護者 は、「法律 の変化 は私 に影響 ない」と冷 ややかな評価 を
下す。 サ ー ビスの低下 を指摘す る声 さえ も、表 に見 るように 8人 に 1人 弱 の在宅介護者 によって
上 げられ る。冷 ややかな評価 は、居住介護施設 の利用 が 93年 4月 以降にむず か し くな った ことと
決 して無縁 で はあるまい。
在宅介護者 は、介護 か ら離れ て休息 を取 らなければな らない。その社会的、情緒的 なニ ーズは、
最近 まで完全 に見す ごされがちで あ り、在宅介護者 は、押 し黙 つた まま一心 に動作 を繰 り返 すあ
たか も機械 で あ るかの ように見 られ る ことも稀 れではなかった。在宅介護者 は、 ケン ト州一 時休
息協会

(KARC)の 調査(10に

も示 され るように様 々な理由か ら休息 を必要 にし、 その取得 を求 め

る。 それは、 くつ ろ ぐ機会 を得 て 自分 の関心 を追 い求 めることをはじめ、家族 と共 にす ごす時間
を得 る こと、新 しい事 に取 り組 んだ り人 々 と新 しい関係 を結 んだ りす る機会 を得 る こと、外 出す
る ことあるい は健康 を取 り戻 すに必要 な時間 を確保 す る こと、 これ らである。 しか し、全ての在
宅介護者 が休息 を取 れ るか と言 えば、残念 なが らそ うではない。休息 の取得 は、 4人 中 3人 弱 の
これ さえもアセ

在宅介護者 に止 まる (71%)。 他 の在宅介護者 は、 これ を取得 で きない (29%)。

スメン トを受 けた在宅介護者 に限 っての ことで ある。休息 を取得 で きない比率 は、アセ スメ ン ト
を受 けない在宅介護者 になると 5人 中 2人 近 くにまで上昇す る。 しか も、休息 を取得 で きない在
宅介護者 は、 アセス メ ン トを受 けた場合 に限 って も 20%(92年調査 )か ら 22%(93年 調査 )ヘ

表3

コミュニテ ィーケアに関する90年 法の諸影響
実
19934「

法律 の変化 は、私 に影響ない
サー ビス は、最近 1年 間 に悪化 した
在宅介護者 のニーズ は、認 められやす くなった

数

比

(人 )

19944F

率

1993生

「

b. 変化 は′
贅い

1994準

「

337

79.1

34

8.0

12.1

55

12.9

9.0

社会 サー ビス部 か らの配慮 は、最近 1年 間 に増 えた(1)
居住介護施 設 の利 用
a。 よ りむ つか し くなった

(%)

69。

9。

193

239

233

84

計
[資 料 ]NorFnan

0

9

3

74.0

54.7

26̲0

100.0

100.0

45。

Wamer,community care;just a fairy tale?,report of a UK research survey commissioned
by CNA,op.cit.,p.36 and p.39,Noman Warner,Better tomorrows,report of a national study of
carers and the community care changes,op.cit.,pp.56‑57よ

[注 ](1)93年 の調査 は、 この項 目を含 まな い。
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と年 を追 って増 え る(10。 94年 の結果 は、 92年 の それ のお よそ 1.5倍 で あ る。

休息 の期間 は、社会サー ビス部 のアセスメン トを受 けその結果 に即 して休息 を取得 で きた在宅
介護者 に関す る限 り、確かに長 くなる傾 向 にある。例 えば「 過去一 年間 に少 な くとも毎週休 日を
享受 した」 と答 えた在宅介護者 は、15。

1%(93年 調査 )か ら 36.4%(94年 調査 )に 増 える。同 じ

く「過去一年間 に隔週 で休 日を取 得 した」 とす る回答 も、 15。 1%か ら 28.0%へ の増加 で ある。他
方、「月 に 10時 間 もし くはそれ以下 の休息 を取得 した」 とす る回答 は、同 じ期 間 に 11.6%か ら

2.3%へ の低下 である。
介護 は、一 日の体 み もな く週 の うち丸 々 7日 とも拘束 され る作業 で ある。殆 ん どの社会 サ ー ビ
ス部 は、94年 調査 によると週末 における援助 を強 めて在宅介護者 に休息 を保障す る考 えであると
言 われ る (94.5%)。 介護 の作業上の特性 を正 当 に踏 まえた喜 ば しい対応 である。 しか し、週末 に
サ ー ビス を得 て休息 を取 る可能性 は、93‑94年 にか けて僅 かなが ら狭 め られ る。週末 にお ける
サ ー ビスの取得 がむずか し く、休息 も取 れない と答 えた在宅介護者 は、 16.4%(93年 調査 )か ら

22.3%(ア セスメン トを受 けた場 合 )も しくは 24.0%(ア セス メ ン トを受 けない場合、94年 調査 )
へ と上 昇 し、状況 の悪化 を伺わせ る。
サー ビス は、社会 サ ー ビス部 を介 した提供 に限 らない。社会サー ビス部 の関与 しないサー ビス
も存在す る。在宅介護者 は、 そのニ ーズ を社会サー ビス部 によって充足 されない時、別 の諸手段
の模索 に向かわな ければな らない。 ニ ーズ を自制 して我 が身 の うちにしまい込む ことも考 えられ
ないわ けでない。しか し、それが長 く続 かないで あろうことは、容易 に想像 され る。め ぐりめ ぐっ
て身体 の不調や疾病 として姿 を現わす ことも考 えられ る。在宅介護者 の 5人 中 3人 弱 は、
社会 サ ー
ビス部 以外 か らの援助 を受 けない ものの、 5人 中 2人 強 は、社会 サ ー ビス部以外 の援助 を受 ける
(58.3%、 41.7%)。 これ をアセス メ ン トをへ た在宅介護者 に絞 って言 えば、両者 の比 率 は措抗す

る (53.7%、 46.3%)。 社会 サ ー ビス部以外 か らのサー ビスの利用 は、性別 では男性 よ り女性、就
業状態別 では無業者 もしくは失業者 よ りも就 業者、家計収入 の水 準別 には週当た り 220ポ ン ド未
満 よ りも同 じく220ポ ン ド以上の世 帯 な どで相対的 に多 い。 ちなみに週 当た り 220ポ ン ドを超 す
世帯 の利用 は、同 じく 120ポ ン ドにさえ満 たない世帯 のち ょう ど倍 で ある (56%、 28%)。 この種
の利用 は、社会 サ ー ビス部 を介 したサ ー ビスの受給 に比 べ てその費用 もか さむだ けに、家計収入
の水準や就業状態 に大 き く左 右 され る。 この種 の選択 によるニーズの充足 はtそ うした意味 か ら
万人 に開 かれた方法 とは言 いがた い。
ニ ーズの不充足 は、少 な くない在宅介護者 の経験す るところである。アセス メ ン トに不満 な在
宅介護者 にニーズの不充足 を間 うた ところ、回答比率 の高 い順 に
「 自宅 における一 時休息」49.6%、
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「 自宅 か ら離 れての一 時休息」48.3%、 「 自宅 における看護以外 の援助」44.5%、 「 デイセ ンター
での介護」26.4%な らびに「夜間 の介護」26.4%な どである(1つ 。社会 サ ービス部 以外 か らサー ビ
「毎
スを受 ける在宅介護者 に、ニ ーズ とサ ー ビス との落差 を問 うた ところ、これ も回答の多 い順 に
年 の体暇」44.0%、 「24時 間開設 のヘルプ ライ ン」40.2%、 「週末 の休息」37.8%、 「毎週 の定期的
な休息」29.8%、 「居住介護施設 の利用 による一 時休息」27.7%な どである。社会 サ ー ビス部以外
のサー ビス を利用す る在宅介護者 で さえ、その 40%前 後 に当たる人々 は、週末 の休息や毎年 の体
暇 を充分 には取 れないのである。 ニ ーズの不充足 の広 が りを感 じさせ るに充分 な結果 である。
ところで、社会 サ ー ビス部 の中 には、利用者 の負担 を 93年 4月 以降 に 10%以 上 引 き上 げた とこ
ろもある (22.3%)。 在宅介護者 の 8人 に 1人 は、利用者負担 が94年 に入 ってかな り引 き上 げられ
た と答 える (15.4%)。 これ は、社会 サ ー ビス部 の動 きと内容 の上で重な り合 う。利用者負担 の引 き
上 げは、サ ー ビス利用 の 自制 を含 めて在宅介護者 の家計 に影 を落 とす。在宅介護者 の 4人 に 1人
強 は、負担 の引 き上 げに伴 なう経済的 な欠乏 について訴 える (27.4%)。 この種 の訴 えは、就業状
態別 には就業者 より無業者 もし くは失業者 に多 い (26.8%、 28.8%)。 家計 の収入水準別 には週 当
た り 220ポ ン ド以上 で概 して少な く、同 じく 120ポ ン ド以下 で際立 って多 い (18.1%、 46.0%)。
在宅介護者 は、90年 法 の下 で被介護者 と同一 の権利 を持 つわ けでない。公的 な居住介護施設 や
ナー シングホーム あるい はそれ らに代わ る施設 へ の入居やサ ー ビス の受給 資格 を持 つ人 々だ け
が、90年 法 に沿 ってアセスメン トの実施 を社会サー ビス部 に請求す る ことがで きる。在宅介護者
は、 この権利 を持たない。在宅介護者 が 当てにしうるのは、保健省 の 『政策案内』 である。 しか
し、 これ とてアセスメ ン ト請求権 を被介護者 にな らって在宅介護者 に付与す るわけで はない。保
健省 は、在宅介護者 自身 のニーズ を社会 サー ビス部 として独 自に調 べ るよう促す にす ぎない。 ア
セスメ ン トは、社会 サ ー ビス部 の裁 量 の枠 内 に置 かれ、在宅介護者 の手中 にはない。被介護者 と
在宅介護者 との異 なる位置 づ けは、アセス メ ン トの受給比率 の格差 として現 われ る。在宅介護者
の受給比率 は、前出 の表 2に 示 した ように被介護者 のほぼ半分 で ある。 これは、90年 法 の施行 さ
れた 93年 4月 以降 も基本的 に変わ らない。問題 は、アセスメン トの受給 にとどまらない。週 に一
度 の休息 や年 に一度 の体暇 とい った ご く基礎的なニ ーズ さえも充足 しえない在宅介護者 は、 これ
も前述 した ように少 な くないのである。 ここか ら、次 のような疑 間が生 ず る。す なわち、在宅介
護者 へ のアセス メ ン トとサ ー ビスの受給 は、新 しい法的 な権不Jの 付与 に沿 って改善 の方向 を辿 る
であろうか とい う こと、 これである。94年 調査 は、在宅介護者 の法的 な権利 を意識 しなが ら 2つ
の項 目を設 ける。 その一つは、在宅介護者 のニ ーズに関す る別個 のアセスメ ン ト請求権 の是非 で
ある。 い まひ とつ は、一 時休息 の請求権 の是非 である。殆 ん どの在宅介護者 は、 いずれ の請求権
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にも賛意 を表す る (98.5%、 97.8%)。

この比 率 は、93年 調査 のそれ に比 べ て も高 い

(89。

4%、

90.4%(1。 )。 在宅介護者 の多 くは、請求権 に賛成する理 由 として次 の 3つ をあげる。それは、在宅

介護者 のニ ーズが社会 にはっき りと受 け入れ られ ること、介護 を担 う ことに伴 なう自責 の念 を僅
かな りとも軽 くす る こ と、在宅介護者の申請が拒絶 されな くなる こと、 これ らの理 由で ある。
在宅介護者の貢献 を社会的 に承認 してそのニ ーズ に応 えるには、 いかなる課題 が あろうか。94
年調査 に照 らす時、次のように言 うことが で きよう。第 1に 、情報 の提供 で ある。アセス メ ン ト
をはじめサー ビス及び不服 申立 ての手続 きに関す る情報 の提供 は、少 な くない問題 を抱 える。在
宅介護 者 の認知 を格段 に高 める為 に、新 しい取 り組 みが望 まれ る。第 2に 、在宅介護者 のニニ ズ
に関す る独 自のアセスメン トである。 アセスメ ン トの現状 は もとより、請求権 の法定 に関す る在
宅介護者 の賛成状況 に照 らす時、新 しい措置 が考 えられて しか るべ きである。第 3に 、一 時休息
を含 む援助 の拡充 で ある。在宅介護者 の人 間 としての ご く基礎的なニーズ さえ充足 されてい ない。
一 時休息請求権 についての回答状況 とあわせて考 えるならば、 これ も新 しい法的な対応 を含 めて
拡充 されな ければな らない。第 4に 、 サー ビスの利用者負担 である。 この種 の政策 は、 自治体 に
よって様 々で ある。 自治体間 のちが い は、負担額 をはじめ負担能力 の算定方法 や算定結果 の伝達
方法な ど多岐 に亘 る:利 用者負担の引 き上 げが、利用 の縮減 を招 くこととあわせて、保健省 によ
る統一 的 で漸新 な対応 の求 め られ る ところで ある。最後 に、在宅介護者 とそのニ ーズ に関す る調
査の実施である。在宅介護者全国協会 の調査 は、94年 調査 を含 めてある種 の片寄 りを避 けるわ け
にいかない。 これ は、他 のボラ ンテ ィア団体 の幾多 の調査 も避 けて通れない課題 で ある。調査 に
は相応 の経費 を伴 な う ことも考 えると、政府 による年,回 の定期調査 が望 まれ る。
ここに述 べ る課題 の一部 は、在宅介護者 とかかわ りを持 つ医療職者 や看護職者 の団体 によって
も独 自の調査 に即 して提言 され る(19。 在宅介護者 の調査研 究 に早 くか ら取 り組 み、イギ リスで高
い評価 を得 て い るブ リス トル大学 の C。 ロビンソン教授等 の最近 の調査結果 とも内容 の上 で重 な
りあ う(20)。

Ⅱ 95年 法の意義 と限界

在宅介護者 の承認 とサー ビス に関す る 95年 法 は、在宅介護者全国協会 によって最初 に起草 さ
れ、労働党所属 の下院議員 M.ウ ィック (Malcolm wicks)氏 によって議案 として提出され る。1ゝ
政府 は、 これ を議会 で可決 し実施 に移す な らばかな りの財政負担 を伴 な うであろうか ら、議案 の
通過 を妨害す るので はないか、 と一般 に受 け止 め られていた。 しか し、保健大臣 は、 この法案 の
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目的 におお よその ところ共鳴 して い る とい う声 も伝 え られ る。95年 は じめの頃 である。その後、
保健省 は、90年 法 に約束 された援助 が在宅介護者 に届 いてい ない現状 を公の場で認 め、そうした
状況 を案 じさえす る。法案 は、政府 の支持 を得 た ことか ら議会 を首尾良 く通 る。95年 6月 25日 に
女王 の裁可 を得 て、翌 96年 4月 1日 に施行 され る。
在宅介護者 は、95年 法 による とかな りの量 の介護 をいつ もの様 に (a substantial amount of
care on a regular basis)担 う、 もし くは担 お う と考 えて い る人 と定 め られ る。賃金 を得 て介護
を担 うA々 あ るい はボラ ンテ ィア団体 のボラ ンティアは、 この要件 を満たす場合であって も、95
年法 にい う在宅介護者 に含 まれない。在宅介護者 は、担 って い る介護 の状況 と担 い続 ける能力及
び意思 について独 自のアセスメン トを行 うよう社会 サ ー ビス部 に請求す る こ とがで きる。但 し、
被介護者 がアセスメ ン トを受 けて い る ことを要件 にす る。社会 サ ー ビス部 は、 この請求 に応 えて
アセスメン トを行 う義務 を負 う。しか も、アセスメ ン トの結果 は、被介護者 や在宅介護者 へ のサ ー
ビスの決定 に当たって考慮 に入れ られなければな らない。 ここにい うサ ー ビス は、一 時休息 の よ
うに在宅介護者 に直接かかわ る場合 もあれば、被介護者 へ の給付 とその拡大 を介 して在宅介護者
に間接的 に影響す る場 合 もある。 いずれ にせ よサー ビス は、 アセスメン トの結果 を考 えに入れて
決定 されなければな らない:社 会サ ー ビス部 は、 この種 の請求権 に関す る情報 も提供 しなければ
な らない。 この情報 は、アセスメン トの 申込 み方法 をはじめ請求者の要件、請求 を受 けつ ける時
間、利用 で きるサ ー ビスの種類及 び不服 申 し立 ての方法 な どを含 まなければな らない。95年 法 は、

18歳 未満 で介護 を担 う児童 に も同 じように適用 され る。未成年者 に請求権 を認 めるのである。介
護 を担 う児童 は、児童 に関す る 89年 法 の定 めるサー ビスの受給資格 もあわせ持 つ:95年 法 は、障
害児 の両親 でその介護 に当た る人々 にも同 じ く適用 される。地域的 にはイ ングラ ン ドとウェール
ズそれ にス コ ッ トラ ン ドに適用 され るものの、北 アイルラン ドは直接 の適用 か ら除 かれ る。

95年 法 の定 めは、障害者 に関す る 1986年 法 と較 べ るな らば、よ り正確 に理解 され よう。両者 に
は幾 つかの ちが いが ある。第 1に 、在宅介護者 による請求 の有無 で ある。在宅介護者 の能力 を考
慮す る ことは、86年 法 による と請求 のいかんにかかわ らない。 しか し、95年 法 に従 えば、在宅介
護者 の請求 が行われ る場合 に限 られ る。第 2に 、アセスメン トの実施 である。社会 サー ビス部 は、

86年 法 の下 では在宅介護者 の能力 に配慮 すれ ばそれで良 い。95年 法 による と、アセスメ ン トを実
際 に行わなければな らない。前者 が、倫 理的な努力 に関す る定 めであるのに対 して、後者 は、法的
な義務 である。第 3に 、在宅介護者 の範囲 にかかわ るボラ ンテ ィアの扱 いで ある。ボラ ンテ ィア団
体 に雇 われて介護 を担 う人 々は もとより、この種 の団体 に属す るボラ ンティア も86年 法 に言 う在宅
介護者 に含 まれ る。しか し、95年 法 に従 えば、すで に述 べ た ように除外 され る。第 4に 、これ も在宅
―‑89‑―

経済研究 3巻 1号

介護者 の範囲 で ある。86年 法 は、介護 を既 に担 う在宅介護者 にだ け適用 され るのに対 して、95年 法
は、
介護 を担 う意思のある人々 にも適用 され る。
最後 に、
特定 の被介護者 を看 る在宅介護者 を適用か
ら除外す るか どうかの問題 で ある。86年 法 は、
精神保健 に関す る83年 法 もしくは保健 サー ビス と公
的保健 に関す る68年 法 に沿 うサー ビス を受給中の被介護者、すなわち痴果症の高齢者 の世話 に当た
る在宅介護者 に適用 されない。これ に対 して95年 法 は、そうした在宅介護者 を適用か ら除外 しない。
社会 サー ビス部 は、請求 を受 ける と在宅介護者 を訪 ねてアセスメン トに着手す るソーシャル ワ
ーカー をま
旨名す る。アセスメン トは、在宅介護者 に何 が必要 で あ り、また、どの よ うなサー ビスが
在宅介護者 の負担 を軽 くす るか にういて、ソー シャル ワーカー と話 しあうのに良 い機会 である。ソ
ーシャル ワーカーは、
在宅介護者 の抱 える問題 を解決す る為 に力 を貸す ことになろう。アセス メ ン
トに納得 で きないな らば、
不服 申立 ての権利 が 開かれて い る。これは、
被介護者 と同 じ権利 で ある。

95年 法 の意義 と限界 とを見定 める為 には、法律 の文言 にかかわってあらか じめ検討 しておかな
けれ ばな らない問題 が幾 つか ある。それ は、
「かな りの量の介護 をいつ もの様 に担 う、もしくは担
お うと考 えて い る」 とい う規定の内容、アセスメン トの項 目及 び財源 の措置、 これ らである。順
を追 って検討 してみ よう。

95年 法 にい う「 かな りの量の介護」や「 いつ もの様 に」とい う規定 は、 いかに も抽象的である。
アセスメ ン トの請求権 の有無 はもとより、 ひいてはサ ー ビス受給 を左 右す ることもあ って、多様
な解釈 を呼びかねない規定 で ある。サ ー ビスの公平性 が担保 されなければな らない ことを考 えれ
ば、保健省 によるす ぐれ て具体的な基準 づ くりの望 まれ るところで ある。 しか し、保健省 は、統
一 的 な判定基準 を国 の責任 にお いて示す ことな くその解釈 と運用 を地方 自治体 に委ね る。保健省
社会 サ ー ビス検 査 官『95年 法 に関す る実用指針』は、介護時間 の長 さや介護作業の種類 あるい は
被介護者 の疾病 や障害 の特性 な どによる基準 づ くりについて示唆 し、あわせて在宅介護者 の類型
化 に関す る専門研究者 の解釈 を紹介 して 自治体 の参考 に供す る。幼。い うところの解釈 は、G.パ ー
カー (Gillian Parker)や

D。

ロー トン (Dot Lawton)、 J.ツ ウィグ (Julia Twigg)あ るい は K.

ア トキ ン (Karl Atkin)等 の この分野 を代表す る専門研究者 のそれで ある。保健省 は、 こうした
示唆や紹介か らも伺 えるように決 して単一 の基準 を示 さず、あ くまで複数 に及 ぶ基準や解釈 を示
す。 この意図は、95年 法 の解釈 と運用 を自治体 に委ね る こ とで ある。それは、 自治体 ごとに異 な
る解釈 の存在 を保健省 として許容す る、 と理解 して良 い。
95年 法 の施行 に当たって どの ような基準 を策定 したであろうか。大別す ると 3
各地 の 自治体 は、
つに類型化 で きよう。まず、介護 の時間 もしくは介護 の概念化 を基準 にす る場合 が ある。さらに、
この両者 を組 み合わせ る例 で ある。表 4は 、3つ の類型別 に43自 治体 の基準 を示 した ものである。
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時間基準 は、23自 治体 によって採用 される。 この うち最 も短 い時間 を以 ってよしとす る自治体
は、サマセ ッ ト市 の週 4時 間以上である。これ とは反対 に最 も長 い 自治体 は、ケン ト州 の週 30時
間以上である。最 も一般的 な例 はtロ ン ドン・ ルー イ ッシャム 自治区や 同 じ くニ ュー アム 自治区
な どの 14自 治体 が そうであるように、週 20時 間以上である。介護 を担 う児童 を別 に扱 う例 は、
イース ト・ サ セ ックス州 の週 9時 間以上 な どの ようにい くつか の 自治体 によって採用 され る。時
間 を基準 にすれば、主観 に左右 され る ことも少 な く、公平性 の確保 か らは理 にかな う。 しか し、
公平性 と言 えども、 それ は、当該 の 自治体 の中でのはな しである。 自治体間 の格差 は、 サマセ ッ
ト市 の週 4時 間以 上 とケ ン ト州 の同 じく 30時 間以上 を比べ るな らば、26時 間 と著 しく大 きい。こ
れは、公平 な利益 の享受 とい う見地 か らして少 な くない問題 を抱 える。 また、時 間基準 は、柔軟
性 に欠 けるとい う問題 もある。介護時間が仮 りに 20時 間 と同 じであつて も、その在宅介護者 の能
力 に及 ぼす労苦 は、外 で働 く場合 と介護 に専念す る場合 とで異 なる。
介護概念 の基準 は、11の 自治体 によって採用 され る。介護概念 を尺度 にす るとい って も、自治
体 によって 区々で ある。 お よそ 4つ に小 区分 で きよう。第 1に 、被介護者 の容態 に注 目す る場 合
で ある。 これは、 ロ ン ドン・ サザ ック自治区やサル フォー ド市 あるい はデボ ン州 の採用す る尺度
である。第 2に t被 介護者 と在宅介護者 との同居 である。 これ は、 ボール トン市 やデボ ン州 に見
ることがで きる。第 3に 、在宅介護者 の諸属性 に注 目す る尺度 で ある。諸属性 とい う時、在宅介
護者 の年齢 や健康 あるい は障害 な どが俎上 にのぼる。これは、ボール トン市 をはじめ ロザラム市、
サウス・ グ ロス ター シ ャー州あ るい はノース・ イース ト・ リンカー ンシャー州 で採用 され る。最
後 に、介護作業 の種類 に着 目す る場 合 である。身体 の介助 と身体 の援助 の双 方 もしくは一 方 を担
う場合 が、 これに当た る。 ダー ビー シャー州 や ミドロジア ンの例 が、 それである。介護 の概念化
は、時間 の基準 に比 べ る と主観的な要素 を伴 ないが ちである。例 えば在宅介護者 に「 肉体的 。精
・ リンカーンシ ャー州)と い って も、言 う ところの「不
神的 な不調 が示 され る」 (ノ ース・イース ト
調」 は、 よ り具体的 な指標 を示 さない限 リアセスメン トの担当者 によって幅 の ある解釈 を呼 ぶ。
しか し、 この種 の基準 が全 く根拠 を持 たないか と言 えば、 そ うでない。被介護者 と同居す る在宅
介護者 は、別居す る場合 に比 べ て総 じて長 い介護時間 の下 におかれ、週 20時 間 を超す例 の多 い こ
とが調査研究 によって良 く知 られ る。つ。 また、介護時間 は、身体 の介助 と身体 の援助 の双 方 もし
くは一 方 を担 うな らば、先 の同居 と同 じように長 くな らざるを得 ない ことも、近年 の調査研究 に
よって一般 に確認 され る。介護概念 の基準 は、介護時間 との一 定 の相関 を持 つので ある。 あなが
ち主観的 とばか り言 うわ けにいかない。
最後 は、時間 と概念 の双 方 を基準 にす る。 9つ の 自治体 が、表 に示す ように これ を採用す る。
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表4

アセスメン ト請求権 を持 つ在宅介護者 の要件 に関す る自治体別比較(1)

自治体名
̲介 護時間の基準
ロンドン
・ハマースミス
・フラム自治区 週 14時 間以上
ロンドン
・ルーイッシャム自治区 週20時 間以上
ロン ドン
・ニューアム自治区
ロン ドン
・ベ クスリー自治区
ロ ン ドン
・マー トン自治区
ロン ドン
・サ ッ トン自治区
ロ ッチデ ィニ ル市
ウ ィガ ン市
ソ リハ ル市
ブラ ッ ドフ ォー ド市
コール ダ ー ダ ル市
ブ リス トル 市
ケ ンブ リッジシャー州
イース ト 0サ セ ックス州
ケ ン ト州
ランカ シ ャー州
レス タ ‐市
ヨー ク市
ノ ッチ ンガム シ ャー州
サ マセ ッ ト市
ソ リハ ル 市
ス タ ッフ ォー ドシャー州
￨

ボーダーズ

〃
〃
〃
〃

〃
〃

、在宅介護 を担 う児童 は別 の要件③

l日 3‑5時 間以 上
週20時 間以上
〃
〃

週 14時 間以上、在宅介護 を担 う児童 はこれ よりも短 い0
週20時 間以上、在宅介護 を担 う児童 は週 9時 間以上
週30時 間以上
週20時 間以上
週 14時 間以上
週20時 間以上
〃
週

4時 間以 上

1日 3‑5時 間以上
週20時 間以上 、在宅介護 を担 う児童 は別 の要件③
〃

ロ ン ドン
・サザ ック自治 区

被介護者 の生活の質が貧弱である、
居住介護施設 へ の入所 を含 めてより多 く
の支援 を要す るなど
ボール トン市
被介護者 と同居 して介護 を担 う、
在宅介護者 自身がかな りの高齢 であるな ど
サル フ ォー ド市
片時 も目を離せない被介護者 を世話す る、身体的・精神的 な状態 か ら一人 で
は地域で生活 で きない被介護者 を世話す るな ど
テ ーム サイ ド州
電話 による場合 を含 めて週 に何回か被介護者 と接触す る
ロザ ラム市
重度の精神障害者 (2‑4級 )を 世話する、在宅介護 を担 う児童 な ど
ダ ー ビー シ ャー州
衣服 の着脱等 にかかわ る身体 の介助 と歩行等 にかかわ る身体 の援助 の双方
もしくは一 方 を行 う0
デボ ン州
‐連の援助 を手掛ける、
被介護者 と同居 して介護を担 う、
精神障害者 を看るなど
ハ ンプ シ ャー州
被介護者 の世話 を短期間 とい えども止 めると被介護者 に重大 な危険 をもた
らす程 の介護 を手掛 ける
・グロスターシャー州 日夜介護 を行 う、自分 自身 も重度 の障害者 である、自分 の時間が介護 の為 に
サウス
かな り制限 されるな ど
ノース・ イ ース ト・ リン 肉体的
・精神的 な不調 が示 される、 自分 自身 も障害者 で ある、18歳 未満 もし
カー ンシ ャー州
くは75歳 以上で介護 を担 うなど
ミドロー ジア ン
衣服 の着脱等 にかかわ る身体 の介助 と歩行等 にかかわ る身体 の援助 の双方
もし くは一 方 を行 う。
)

と概念の両基準
ロンドン
・ルーイッシャム自治区
ロンドン
・バーネット自治区
ロンドン0ウ ォルサムフォンスト自治区
ゲ ー ツヘ ッ ド市
リーズ市
ベ ッ ドフォー ドシャー州
カ ンブ リア州
グ ロス ター シ ャー州
ハ イ ラ ン ド県

週20時 間以上、被介護者 と同居、他か らの援助 なし
週20時 間以上、被介護者 と同居 して介護 を担 う、一連 の援助 を手掛 けるな ど
週20時 間以上、18歳 未満と75歳 以上の場合は週6時 間以上、障害者介護手当(ICA)の 受給者など
週20時 間以上、被介護者 と同居 して介護 を担 うな ど
週 15時 間以上、健康上の問題 を抱 えて介護 を担 い続 ける上で障害 になる、18
歳未満 もしくは70歳 以上で介護 を担 うな ど
週15時 間以上、
被介護者もしくは在宅介護者がかなりのニーズを持つ、
在宅介護を担う児童など
週24時 間以上、
衣服 の着脱等 にかかわ る身体 の介助 と歩行等 にかかわ る身体
の援助及 び買物等 にかかわ る実際的 な援助 を行 うなど
長 い時間介護 を担 う、
衣服 の着脱等 にかかわ る身体 の介助 と歩行等 にかかわ
る身体 の援助 の双 方 を行 う、被介護者 と同居 して介護 を担 うな ど
週20時 間以上、知的 もしくは身体障害 のあ る者 と同居 して介護 を担 う、自分
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framework for action in Staffordshire,August 1995(reviSed July 1996),p.3,The Highland Council,
(recognition and services)aCt 1995‑guidelines to staff, 6。

Community care plan 1997‑2000,pp.7‑8,CambHdgeshire County Council,Good practice guidelines
for assessing carers,p.3,Carers(recognition and servicesl act 1995,p.3,Salford,The carers(services
and recognition)act 1995,il■ plementation in Salford 1996,p.4 and p.6, LB of Ⅳrerton, Carers

(reCOgnition and services)act 1995,p.1,The Princess Royal Tnlst Nottinghamshire Carers Centre,
Don't panicl,the hitch― hiker's guide to the carers(reCOgnition and services)act and Other(corllmu‐

nity care)legislation,p.11,Borders Regional Council,Borders joint cormunity care plan 1995‑98,
October 1995,p.74,Hertford and WorCester SSD,Carё rs(reCOgnition and serviceS)act 1995,emcll,

LB of Bamet,The Carers(recognition and services)act 1995,September 1996,appendices 2,LB of
Newham,Implication of the Carers(reCOgnition and servicesl act 1995,p.6,Bedfordshire,The Carers
(reCognitiOn and services)act 1995,p.1,Bradford Metropolitan District Council,The Carers(recOgni‐

tion and services)act 1995,enshrining good practice in legislation,p.5,Calderdale Metropolitan
BorOugh Council,Ward affectё d― all Social Services adult services sub― committee,support for carers
in Calderdale, 17 April 1997,Appendix l,Coventry,Carers(recOgnition and services)act 1995,by

Gregory Sant,November 1996,pp.19‑20,Cmbria,Carers(recognitiOn and Services)act 1995,p.1
and Appendix p.3,Devon County Council,Policy,practice and procedural guidance relating to the
carers(recognition and services)act 1995,October,1996,pp.12‑13,Gateshead MetrOpolitan]Borough
Council,Report of Director of Social Services,subiect;Carers(recognition and services)act 1995,10

June 1996,p.2,Gateshead Metropolitan Boroutth Council,Policy statemeit and procedure;carers
1,Lewishaln SSD,Carers(recognition and services)act 1995,
(recogmtiOn and service9 act 1995,p。
procedural guidance,p。 4,Metropolitan Wigan,Support for carers,Apri1 1996,よ
リイ
乍成。
[注 ](1)自 治体 の記載順 は、 中央統計調 査局 『国勢調 査』の記載順 に従 う。

(2)複 数 の要件 が示 され る場 合 で も、 いずれか一 つの要件 を満 たせ ば よい。
(3)介 護時間 についての具体 的な記述 はない。
(4)ど の程度 短 いのか についての具体 的 な記述 はない。
(5)身 体 の介助 (personal care)、 身体 の援助 (physical help)で ある。

双方 を基準 にす る ことの意義 は、小 さ くない。柔軟 な対応 が可能 である。介護 を担 い続 ける能力
は、在宅介護者 の年齢 や障害 によって も左右 され る。介護 の時間 だ けを以 って判断 されては、危
険 で ある。特 に基準 となる時間が高 く設定 され ると、危険 である。 しか し、 この基準 も表 に示す
ように 自治体 によってやや 区々で ある。 自治体 間 の公平性 に課題 を残すのである。
次 の問題 は、アセスメン トの項 目である。保健省 は、アセスメン トで確 かめるべ き内容 を『実
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用指針』 において示す。 それは、次 の内容 で ある。(1)在 宅介護者の置 かれた状況 につ いての 自己
認識。9)被介護者 との関係。(3)担 って い る介護作業 とその影響。(4)在 宅介護者が援助 を望む介護
作業。(5)友 人や隣人 との社 会 的 な関係及 び家族、友人、隣人 か らの支援。(6)在 宅介護者 の情緒的、
精神的及 び身体的な健康状態。(7)介 護 を担 い続 ける意思 と能力、在宅介護者 とりわけ就業中 の在
宅介護者 に有効 な選択肢。(8)被 介護者 の疾病 もし くは障害 の状態及 び症状 の進展 に関す る在宅介
護者 の理 解。0)仕事 をはじめ教育、家庭や育児 な どの他 の負担。αO在宅介護者 の介護等 へ の対応
能力 とその方法。保健省 は、 これ らの内容 を確 かめる上で、英語 を第一 言語 にしない人 々へ の特
別 の配慮 について社会 サー ビス部 に求 め る。また、介護 を担 う児童のアセス メ ン トに当たうては、
介護責任 が児童 の教育機会 を制限 してい ないか どうか、 あるい は児童 の情緒的・ 社会的な発達 が
そ こなわれて いないか どうかについて考慮 を払 い、児童 が児童 としての生活 を送れ るようにしな
ければな らない と社会 サー ビス部 に求 める。
アセスメン トの項 目は、その数 に関す る限 り自治体 によってかな り異 なる。項 目数 のちが い は、
調査票 の版型 と活字 のポイ ン ト及 び記入欄 の広 さが 同 じだ とすれば、調査票のペ ージ数 のちが い
として現われ る。表 5は 、 こうした理解 か ら調査票 のペ ージ数 の比較 を試 みた ものである。37自
治体 の平均 ペ ージ数 は、表 の最下欄 に示 す よ うにA4版 4ペ ージである。最 も長 いのはセフ トン
・ リンカー
市 の10ペ ージ、 これ とは反対 に もっ とも短 いのは、 トラフ ォー ド市 とノース・イース ト
ンシ ャー州 の 1ペ ージである。ペ ージ数 の 自治体間格差 は、見 られ るように実 に大 きい。 ペ ージ
数 のちが い は、調査票 に記載 され る項 目数 のちが い を推測 させ る。表 6は 、調査項 目の 自治体 間
比較 とその結果 で ある。本来 な らば表 5に 記載 の 37自 治体 を全て取 り上 げるべ きか と思われ る。
しか し、
紙数 の都合 か らお よそ 6分 の 1の 6自 治体 に絞 って い る。調査票 のペ ー ジ数 が 7‑8ペ ー
ジにのぼる 2つ の 自治体 (ロ ザ ラム市、デボ ン州 )、 これ とは反対 に 1‑2ペ ージの 3自 治体 (ロ ン
・バ ー ネ ッ ト自治区、 ノース・イース ト
・ リンカー ンシ ャー州、 スタ ッフォー ドシャニ・ l)、 15
ドン
Jll・

自治体 の平均 に近 い 4ペ ージの 1自 治体

(ハ

イラ ン ド県)を 取 り上 げてい る。あわせて在宅介護

者全国協会 の作成 になる調査票 を参考 までに示 してある。調査項 目の合計 は、表 の最下欄 に示す
ように 53項 目である。項 目の多 い 自治体 の順 に ロザラム市 の 36項 目をはじめ ロン ドン
・バ ーネ ッ
・ リンカー
ト自治 区の 21項 目、 デボ ン州 の 17項 目、ハ イラ ン ド県 の 14項 目、 ノース・ イース ト
ンシ ャー州 の 8項 目及 びスタ ッフォー ドシャー州 の 6項 目である。 ちなみに在宅介護者全国協会
のそれは、39項 目である。 6自 治体 の調査項 目は、前出の表 5に 示 した 同 じ 6自 治体 の調査票 の
ペー ジ数 におお よそ対応す る。項 目の多 い調査表 は、ペ ージ数 の多 さとして現われ る。同 じく少
ない調査表 は、少 ないペー ジ数 を以 って足 りる。調査項 目の 自治体 間格差 は、著 しく大 きい。
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表5

在宅介護者むけアセスメン ト調査票ペ ージ数 の 自治体別比較(D
調査票 ペ ー ジ数
ロ ン ドン・ バ ー ネ ッ ト自治 区
ロ ン ドン・ ブ レ ン ト自治 区
ロ ン ドン・ イ ー リ ン グ 自治 区
ロ ン ドン・ ヘ ー ブ リ ン グ 自治 区
ロ ン ドン 0キ ン グ ス トン・ ア ポ ン・ テ ム ズ 自治 区
ロ ン ドン・ サ ッ トン 自治 区
ロ ン ドン・ ウ ォ ′
レサ ム フ ォ レ ス ト自治 区
トラ フ ォー ド市
セ フ トン市
レi市
ウ ィラ フ
ロ ザ ラム 市
リー ズ 市 (a
エ ー ボ ン市
ブ リス トル 市
バ ー ク シ ャー 州
デ ボ ン州
ドー セ ッ ト州
イ ー ス ト・ サ セ ックス 州
ハ ンプ シ ャー州
ワイ ト島
ノー ス・ イ ー ス ト・ リンカ ー ン シ ャ ー 州
サ マ セ ッ ト州
ノー ス・ サ マ セ ッ ト
ス タ ッ フ ォー ドシ ャータH
ウ エ ス ト・ サ セ ック ス 州
ウ ィル トシ ャ ー 州
ソ ー ル ズ ベ リー

グウェン ト
グ ワイ ネ ズ 州 0)
ス ウオ ン シー 市 (3)
デ ン ビー シ ャー 0)
フ ア イ フ県
ハ イ ラ ン ド県
ボー ダー ズ県
ア ンガ ス
パ ー ス・ キ ン ロ ス

[言

等滲キ
]LB

of Bamet,Carers assessment forFn,28.5。 1996,LB of Ealing,Carer assessment,April 1996,
TraffOrd,Carer assessment fom,Metropolitan Borough Of WitTal,Carer's assesslneht,Rotherham
MetFop01itan Borough Council,Carer assessment,revised November 1996,Leeds City Council,Carer

assessrnent,CFP7.2,Avon Social Services,CM5;Needs/views of carer,Devon County Council,Self

assessment guide for carers,Dorset County Social Services,Community care assessment schedule,
part two― carer's assessment, March 1996, Isle of Wight Council,Community care,section l;core
infomation,East Sussex County Council,Carers(recOgnition and services)act 1995, checklist of
carers'eligibility for an assessment under the act,8/1996,Hampshire County Council,Assessment of

締tぽ 蹴訛 量盤脹 ξ
ttX
鮮 :謄鮮 鍵 毎
響鴇 脚 籠
ら1995,North Somerset Council,cM5;needs/views of
carer,Havering, Assessment and care management― forrn Cヽ 〔3,July 1996,Royal Kingston,Assess‐

ment fom― carers assesslnent, Royal County of Berkshire, Confidential to carer, carers needs

assessment,Health and Social Services in West Sessё x Joint Assessment,infomation from carer,

SSP 425,March 1993,Somerset Social Services,Your,ё eds as a carer,SS 596,Bristol(〕 ity Council,
Carers priority matrix,explanatory notes and CM5;needs/views of carer,Cyngor Sir Ceredigion

畿

齢

瀧

獅

轟

蔓攣
蝋
翻
懺
く for攀carers, June 1997, IBordё rs Regional Council,

Community care cornplex assessment fom,section E;carers,03/10/94,Borders Voluntary COmmu‐

nity Care Forum,Study of users'and carers'views Of assessment and care management,June 1997,
SeftOn SSD,Carer's needs assessment,July 1996,Gwent community tare assessment,assessment of
carer's needs,Fife Council Community Care Services,Carer self assessment fom,Wiltshire SSI)and
Health Services in Wiltshire, Carers assessrnent, CC04/94/4, Salisbury DistHct Carers' Support,

Carers'sup● ort quesionnaire,January 1998,LB Of Waltham Forest,SSD,The Separate assessment
[注 ]に ffttlど

な 裁

芳螺

蟹 税 :版 で あ る。
した リー ズ 市 社 会 サ ー ビス 部 の 調 査 票 は 、 4ペ ー ジ で あ る。 こ こで は 、
リー ズ 市 社 会 サ ー ビス 部 か ら直 接 に入 手 した 調 査 票 の ペ ー ジ 数 を示 した 。
(3)ウ ェ ー ル ズ の 4自 治 体 の 調 査 票 の み 英 語 と ウ ェ ー ル ズ 語 双 方 に よ る表 記 で あ る。 この 為 、 ペ ー ジ 数 は や
や割 引 い て 考 え な け れ ば な らな い 。 しか し、 上 の 表 で は割 引 か ず に示 して あ る。

(2)ボ ラ ンテ ィ ア 団 体 を介 して 入 手
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表

6

在 宅介護 者 む けアセス メ ン トの 調査項 目に関 す る 自治体等比較 (lXa

○○ ○
○
○○ ○○○ ○
○○○○○○

〇
〇

〇〇〇 〇 〇〇〇

○ ○〇

○○ ○○○ ○

○

〇

○○○○○○○

○

〇
○

○ ○○

〇〇

現 在及 び将 来 の社会 生活 へ の 関心

○

7.サ ー ビス の受 給状 況
a.サ ー ビスの手 配者
b.ア セ ス メ ン トの希望 の有無
C.ア セ ス メ ン トの受 給状 況

○

○○○

C。

○○

介護 を担 い続 ける意 思 や 能 力 の有無 、健 康状 況 につ い ての考 え

〇

g。

6.在 宅 介護 者 の社 会生活
a.家 族 、友 人 や隣人 との接触 な らび に休 日取 得 の可能性 及 びそれ らの状 況
b.社 会生活 の制 約状 況 と援助 の希 望状 況

○〇 〇

d.ス トレス の有無 及 び状 況
e.ス トレス を事 由 にす る援助 の有 無及 び状 況
f.介 護 役割 に重 大 な影 響 を及 ぼす 出来事 の有 無及 び状 況

○

在宅 介護者 の健康状 況

a.健 康 を害 した経験 の有無及 び状 況
b。 一般 開業 医受診 の 有 無及 び状 況
C.夜 間 に 目 をさ ま した経験 の有無 及 び状 況

○ ○○

5。

○

社 会 サ Tビ ス部 に よるアセ スメ ン トの有無

鏑○

f.諸 手 当の受給状 況

g。

h.将 来必 要 な介護
3.在宅 介護 者 と就 業及 び家族
a.就 業 /不 就業 の状 況 、就 業 の意 思
b.職 業 と介 護 との両立 に伴 う問題
C.介 護 以外 の家族 責任
d.家 族 の介護 へ の参 加 状 況
e.介 護 責任 に対 す る家族 の態 度
f.介 の影響
g.介 護
護 、就 業 及 び家族 にかかわ るニ ー ズ
4.介護 作業 と負担
a.介 護 作業 の種 類別 時 間別状 況
b.援 助 を要 す る介護 作業 の有無及 び状 況
C.被 介護者 とのか かわ りで問題 を抱 え る介護 作業 の有 無 及 び状 況
d.追 加 的 な介護 作 業 (犬 の散歩 、金銭管理 な ど)の 有 無及 び状 況
e.介 護作業 を分担 す る家族 の有無及 び状 況
f.介 作 業 に伴 う追加 出費 の有無 及 び状 況
g.介 護
護 作業 を担 う こ とに よる生 きが い等 の状 況

○

一 般 開業 医 の氏 名 と受診 等 の状 況

e.介 護 期 間

○○○

d。

○○ ○○ ○○○

2.被 介護 者 の諸属性
a.住 所
b.在 宅 介護 者 との 関係
C.疾 病 、障害 の性 格

虔

スタ ッフ ォー

ハイ ラ ンド 県

ロンドン・
バー

調査項 目

1.在 宅 介護 者 の氏 名

○○
○○

i.サ ー ビスの受給 希 望 の有無
j.緊 急時 サ ー ビスの 受給 希望 の有 無
k.そ の他

○○

○

〇〇〇〇

8.在 宅 介護 者 の経済状 況
a.公 的手 当 の受給 の有 無及 び状 況
b.経 済状 況 、公 的手 当 に関 す る問題 の有無及 び状 況
C。 経 済状 況 にかかわ る希望 の 有無及 び状 況
d.独 自の アセ ス メ ン ト権 につ いて の認知 の源 泉
9.在 宅 介護 者 の文 化 的 な ニ ー ズ
a.言 語 と通訳
b.宗 教
C.食 事

○ ○○○

○

〇

数 、時 間等 )

○ ○○

○

〇〇

(日

〇

d.被 介護 者 、在宅 介護 者 の受 給 中 のサ ー ビス
e.介 護 器 具 、住宅 改造 の有無 及 び状 況
f.受 中のサ ー ビス の 問題 点
g.サ 給
ー ビスの効 果的 な受給 とその方法
h.サ ー ビスの利 用者 負担

10.居 住 介護施 設 へ の被 介護 者 の入 所
その他

39

調査項 目計 (53項 目)
[資 料 ]LB

of Bamet,Carers assessment forrn,28.5.1996,Rotherham Metropolitan Borough Council,Carer Assessment,revlsed

November 1996,Devon Cotmty Colmcil,Self assessment guide for carers,North East Lincolnshire Council,Carer's assessment
profile,Staffordshre County Council,Carer's assessment,ACP5,Highland Regional Council,Carer needs assessment,CIC3,
CNA, Ne、 v rights fOr carers,ho、 v to get my carers assessment― a carers ttde, CNA, March 1996,(〕 NA, Good Practice

g罰

讐 曇 T蟹 議碗 り所 に整 理 した上 で 他 の 5自 治 体 及 び在 宅 介 護 者 全 国協 会 調 査 票 を勘 案 して つ
[注 ](M瑠
唱 お 2霧 穏 Fi晋導 り 要 諮
け て い る。
(2)表 中 ○ 印 は、 調 査項 目 あ り、 空 欄 は、 同 じ くな しを示 す 。
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項 目の少 ない調査票 では、在宅介護者 の介護能力 やサー ビスの必要性 を判定す るのに必要な情
報 を収集 で きるか どうか、 はなはだ疑 がわ しい。 ス タ ッフ ォー ドシャー州 とノース・ イース ト・
リンカー ンシ ャー州 を例 に取 り上 げてみ よう。両 自治体 の調査項 目は、前述 の よ うに 53項 目中 そ
れぞれ 6項 目 と 8項 目で ある。これで は、保健省 の示 した内容 の殆 ん どを調 べ るわ けにいか ない。
スタ ッフ ォー ドシャー州 の調査項 目に従 えば、保健省 の示す 10の うち 3つ の内容、すなわち在宅

介護者 と被介護者 との関係、介護作業 とその影響、援助を望む介護作業、これらについての情報
を収集することができる。しかし、他の 7つ の内容は、この自治体の調査項目によっては把握で
・ リンカー ンシ ャー州 の調査項 目に従 えば、保健省 の示す 10の
きない。 また、 ノース・ イース ト
うち 2つ の内容、す なわち在宅介護者 と被介護者 との関係、在宅介護者 の情緒的・ 精神的及 び身
体的 な健康状態 について把握 で きる。 しか し、他 の 8つ の内容 に関す る情報 は収集 で きない。 こ
れで介護能力やサ ー ビスの必要性 を判定 されたのでは、在宅介護者 も到底納得 で きない ように思
われ る。

6つ の 自治体 による調査表 の項 目は、在宅介護者全国協会 のそれに比 べ ると見劣 りのす る とこ
ろである。前者 の項 目数 は、
後者 のそれ を 100と して算出す ると少 ない順 にスタッフォー ドシャー
・ リンカー ンシャーjJlll1
州 15.4%、 ノース・イース ト

20.5%、 ハ

イラ ン ド県 35.9%、 デボ ン州 43.6%、

ロン ドン 0バ ー ネ ッ ト自治 区 53.8%、 ロラザ ム市 92.3%に 当たる。大半の自治体 の調査項 目は、
在宅介護者全国協会 のそれの過半 にさえ届 かない。調査項 目の 自治体間格差 とあわせて見落 とす
ことので きない問題 である。
あ らか じめ検討 してお くべ き最後 の問題 は、財源 で ある。保健省 は、在宅介護者 の支援政策 に
お金 を欠かすわけにいかず、 この為 にしっか りとした財政計画 をあらか じめ立案す るよう自治体
に勧 めた ことが ある。筆者 の知 る限 り 91年 の文書 にお いてである。う。もっ ともな指摘 で ある。し
か し、保健省 は、95年 法 に財源 を用意 しない。保健省 は、財政計画 の立 案 を傘下 の 自治体 に勧 め
る ことはあって も、 みずか らは不用であるとして特段 の財源 を準備 しない。 なん とも首尾 の一貫
しない態度 である。95年 法 は、 この為 に
「歯 のない法律」(law without teeth)と 称 され る。自治体
は、
95年 法 に課 せ られた義務 を避 けるわ けにいかない。独 自に必要な財源 を工面 して義務 を果たせ
るようにしなけれ ばな らない。 自治体 の苦衷 が推測 される。 自治体 による予算措置 の状況 は、表

7に 示す通 りである。参考 までに 自治体別 の人 口数 もあわせて示 してある。予算 は、イ ングラ ン
ドとス コ ッ トラ ン ドに及 ぶ 15自 治体 の うち 3分 の 2に 相 当す る 10自 治体 で手 当てされ る。 ここ
に言 う予算 は、96年 度予算 で ある。他 の 2自 治体 は、必要額 を推計 で きない として予算 を計上 し
ない。残 りの 2自 治体 は、増額 を見送 る。最後 の 1自 治体 は、新 しく予算 を計上 しなければ 95年
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7 95年 法 に伴 う自治体社会サ ー ビス部 の予算措置状況

(⇒

必要額 の推計 は無理
12万 ポ ン ド

(202,164人 )
(152,091人 )

(961,041人 )

バ ー ミンガム市

ス トック トンオ ンティーズ市 (173,912A)
デボ ン州
ドーセ ッ ト州
ハ ンプ シ ャー州

100万 ポ ン ド

(645,166人 )

75万 ポ ン ド

ヘ レ フォー ドウー ス ター州 (676,747人 )
(124,577人 )
(270,493人 )

ヨー ク市

(98,754人 )

オ ックス フ ォー ドシ ャー州 (547,584人 )

ボーダーズ州

(103,881人 )

平

均

全

国

[資 料 ]LB

2,385万 6,000ポ ンド

12万2,000ポ ン ド

(1,009,950人 )

(1,541,547人 )

ワイ ト島
レスター市

増額 はむず か しい
22万 3,000ポ ン ド

５
η Ｏ・

ベ ッ ドフォー ドシャー州 (524,105人 )

Ｄ

増額 す る

ロ ッチ・ ディール市
ノーズ リー市

ビ ス

算

自治体 (91年 の人 口)
ロ ン ドン
・ ニ ュー アム 自治区 (212,170人 )

一つ の

サ

締
咄
い

表

3,300万 ポンド(96/97年 )
2.3

123万 ポ ン ド(う ち60万 ポ ン ドは20
人 の フル タイ ム職員 の人 件費 )

繋フド
路

ち9万 2,500

(う

39万 ポン ド
4万 ポン ド

必要額 の推計 は無理
現状 の予算枠内で処理
現状 の予算枠内で処理
51万 9,444〜 54万 1,667ポ ン ド

(54,888,844人 )

4,100‑5,700万 ポ ン ドを要す る

Of Newham,Implication of the Carers(recognition and services)act 1995,p.6,Rochdale

Metropolitan IBorough Council,Carers(recOgnition and services)act 1995,report of the lDirector of

Social Services,June ll,1996,p.1,Metropolitan Borough of Knowsley,SSD,Carers(reCognitiOn and
services)act 1995,p.51,Birlningharn City Council,Report of the Director Of Social Senバ ces to the
Social Services Corrmittee,The Carers(recOgnition and services)act 1995,10th Ap五 11996,pp.1‑4,
Stockton― on― Tees, The Carers recognition and services act, 30th April 1996, p.3, ]Dorset Social
Services Cornlnittee, Carers(recognition and services)act 1995, rё

port by the E)irector of Social

Services,1l January 1996,p.4,Hampshire County Council,The Carers(recognition and servlces)act
1995,report of the Director of Social Sewices,19th January 1996,pp.1‑2,Hereford and Worcester

Social Services Department, Carers policy seminar, draft procedures and guidance for staff
(COntinued),24th June 1997,p.26,Isle of Wight,A Personal interpretation Of the act and its impact

locally,the carers(recognition and services)act,p.3,City of York Council,Carers(recognition and
services)act 1995,10 June 1996,p.5,Scottish Borders Council,Report title;The Carers(recognition
and servicesl act 1995,report Nllmber 33,14R/1ay 1996,pp.1‑2,Bexley,Social Services Corrmittee,
Carers(recognition and service9 act 1995, 27 September 1995, p.174, Cleveland County Council,
Carers(recognition and servicesl act 1995,21 August 1995,p.3,Dorset County Council,Corrmunity
care plan 1996/97(draft),p.15,Stockton― on― Tees Borough Council,Stockton coIImunity care plan

1996/97,3rd June 1996,p.37,OPCS,1991 Census,ethnic group and country of birth,Volulne 2/2,

HMSO,1993,pp.886‑910,CNA London,lrhe carers act― a balanced perspective,16 May 1996,p.4,
Oxfordshire County Council,Community care plan for OxfOrdshire 1996/99,p.33よ
り作成。
[注 ](1)96年 度予算 の状況 である。

法 の 施 行 に 支 障 を き た す こ と に な る で あ ろ う、 と し て 財 政 措 置 の 必 要 性 に つ い て 理 解 を示 す 。 し

か し、 自治体財政 の窮状 に照 らしてやむな く増額 を見送 る。保健省 は、 こうした窮状 について知
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らないのであろうか、 その後 も 95年 法 の施行 に要す る財源 を手当て しない ままである。

95年 法 によるアセスメ ン トとサ ー ビスの提供 は、州議会協会 (ACC)と 主要都市協会 (AMA)
の共同 の推計作業 による と年間 4,100‑5,700万 ポ ン ドの財源 を要す る。り。しか し、在宅介護者 の
担 う無償の労働 は、専門研究者 や研究機関 の推計 によると 330億 9,000万 か ら 390億 1,000万 ポ
ン ド (92年 4月 時点)の 経済的 な価値 を持 つ00。 前者 の財源 は、後者 の僅 かに O.1‑0.2%に 当た
る額である。 しか し、保健省 は、 この額 さえ も自治体 に手当 て しない。

95年 法 をめ ぐっては、法案 の段階 か ら評価 の分 かれた ところである。一 方 は、その意 義 や効果
を否定 ない し疑間視す る見方 である。 この種 の見解 は、主 に 3つ の論点 を提示す る。つ。第 1に 、
アセスメン ト請求権 は、全 ての在宅介護者 に開 かれ るわ けではな く、週 20時 間 の介護 を担 うな ど
の要件 を満 たす場 合 にだけ認 め られ る。第 2に 、 アセスメン トの実施 は、即 サ ー ビスの給付 を意
味 しない。社会サ ー ビス部 は、 サー ビスの給付 やその拡充 に際 してアセスメン トの結果 を考慮 に
入れ る限 りである。裁量 は、自治体 に握 られ る。第 3に 、保健省 は、95年 法 の施行 に際 して財源
を用意 しない。資金 もな しに何 がで きようか。

3つ の論点 は、 いずれ ももっ ともな内容 を含 む。最初 の論点 は、在宅介護者 を結果 として絞 り
込 む事態 を取 り上 げ る。 しか し、イギ リスの在宅介護者 は、週 20時 間以 上 に限 って も 150万 人 を
超 す。 アセス メ ン ト請求権 が これ らの人々に開かれた ことの意義 は、否定 で きない ように思われ
る。第 2の 論点 は、それ 自体 について言 えば疑 間 の呈 しようのない内容 である。アセスメン トは、
本来 サ ー ビスの給付 や その内容 の設計 に資す る為 に実施 され る。 これが本来 の あ り方である。ア
セス メ ン トの請求 はかな りの厳 しい要件 を付 けて認 めなが ら、 それ とサ ー ビス との連関 の判断 を
社会 サー ビス部 の裁量 に委ね るのでは、 片手落 ち とい うそ しりを免 れない。 こうした意味 で もっ
ともな論点 である。しか し、これ を以 つて 95年 法 の意義 を全 く認 めないのは、やや性 急 にすぎる。
最後 の論点 は、保健省 に対す る批判 として は充分 に納得 しうる。 しか し、 自治体 は、前 出の表 6
に示 した ように厳 しい財政事情 にあって も独 自の財源 を手 当 てす る。 15の うち 10の 自治体 が資
金 を確保す る。資金 は、 その出所 は ともか く現 に確保 されてい るとい う事実 が大事 である。何 の
資金 もなしに 95年 法 の施行 もおぼつか ない とい う批判 は、イギ リスの一部 の 自治体 であれ資金 が
手 当てされてい る ことか らすれば、地 に足 の付 いた批判 と言 えない。

95年 法 は、次の ような意義 を持 つ ように考 え られ る。立法化 に力 を発揮 した個人 や 団体 の文
書(281も 参考 にしなが ら、筆者 な りに意義 づ けてみ よう。第 1に 、在宅介護者 は、長 い間 コ ミュニ
ティーケア政策 の外縁部 に置 かれ続 けて きた。 しか し、95年 法 は、在宅介護者 を政策 の まさし く
中心 に位置 づ ける。 自治体 が在宅介護者 とそのアセスメ ン ト請求 を無視す るな らば、 それは、95
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年法 によって不法 な行為 と断ぜ られ る。第 2に 、 自治体 は、 アセス メ ン ト請求権 を様 々な媒体 を
通 して在宅介護者 に知 らせ、請求 に沿 ってアセスメン トを実施 しなければな らない。第 3に 、在
宅介護 を担 う児童 は、一つの集団 としてはじめて公式 に認 め られ る。児童 は、 自身 の判断 でアセ
スメン ト請求権 を行使 で きるのである。 これ も見落 とすわ けにいかない意義のひ とつである。
これ らの意義 は、 この国 にお ける在宅介護者 の運動 を振 り返 える時、忘れ るわけにいか ない。
この種 の運動 は、1963年 に始 まる。 1976年 には、介護者手当 (ICA)が 新設 される。 これ は、在
宅介護者 が社会保障制度 の中 にはじめて集団 として認 め られた こ とに他 な らない。81年 には、在
宅介護者 の団体 が産声 をあげる。 5年 後 の 86年 までには、300を 超 す在宅介護者 グループがイギ
リス各地 に結成 され活動 を重ねる。86年 1月 には、ヨーロ ッパ連合司法裁判所 へ の提訴 が介護者
手当 の既婚女性 へ の適用 を求めて行 われ る。在宅介護者 の団体 は、 この提訴 の支援 に乗 り出す。
同 じ年 の 6月 には、提訴 が認 め られ る。既婚女性 は、国内法制 の整備 をへ て介護者手当の道 を開
かれ る。障害者 に関す る 86年 法 は、介護 を担 う人 々 とその能力 にはじめて言及す る。 これは、在
宅介護者 (Carer)と い う用語 こそ使 わない ものの、在宅介護者 に事実上 言及 した最初 の法令 で あ
る。在宅介護者 の運 動 あ っての ことで ある。 ほぼ同 じ時期 には、在宅介護 を担 う児童 の問題 が専
門職者 の関心 を寄 び、80年 代末葉 になると調査 の対象 として も各地で取 り上 げ られ はじめる。そ
の後、 グ リフ ィス報告 をはじめ とす る文書 が在宅介護者 につ いての認識 を高 めて しばしば言及 し
た ことは、すでに述 べ た通 りである。報告書 を執筆 した R.グ リフ ィス卿 (Roy Griffiths)の 諮問
委員会 には、在宅介護者団体 の代表 が加わ って いた ことを紹介 してお きた い。在宅介護者 とその
権利 は、63年 か らの四半世紀 を超 す運動 をへ て 95年 法 によって新 しい内容 の もとに認 め られ る
ので ある。

95年 法 の意義 を この ように認 めるとすれば、それ は、在宅介護者 の介護作業 と生活 にどのよ う
な影響 となって現われ るであろうか。95年 法 の意義 をやや具体的 な次元 で検証 してみた い。
検証 の素材 は、在宅介護者全国協会 の 95年 調査●0(調 査期 間 96年 11月 ‑97年 2月 )で ある。
この調査 は、郵送分 と電話 による分 との 2種 類 か らなる。 この うち前者 は、在宅介護者全国協会
の会員 か らおよそ 1万 2,000人 を選 んで調査票 を送 り、1,655人 か ら回答 を得 た結果 である。後者
は、郵送 による調査 に答 えた中か ら 96年 1月 以降 にアセスメン トを受 けた 98人 を選び出 して電
話 による調査 をお こなった結果 である。調査 の対象者 は、 かな りの量の介護 をいつ もの様 に担 う
こ とか ら、95年 法 によるアセスメ ン ト請求権 を持 つ と考 えられ る。 その 85%は 週 50時 間以 上 の
介護 を担 う。同 じく 70%は 、週 100時 間 を超 えて介護 を担 う。73%は 、衣服 の着脱 や排便 の介助
及 び入 浴 の介助 な どの身体 の介助 を手掛 ける。 79%は 、歩行 や階段 の登 り降 りな どの移動 を援助
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す る。介護 に携 わ る平均期間 は、11年 である。年齢階層別 に言 えば 28%は 、50‑59歳 層 である。

20人 に 1人 は、80歳 を超 す。89%は 、一人 の被介護者 を世話 す る。回答者 は、イ ングラ ン ドはも
とよ リウ ェールズ、 ス コ ッ トラ ン ドそれ に北 アイル ラ ン ドにまで広 く分布す る。 この調査 は、在
宅介護者全国協会 の会員 を対象 にす る ことか ら回答者の属性 にやや片寄 りを持 つ。
調査 は、95年 法 についての在宅介護者 の知識 をはじめアセスメン ト請求 の障害、アセスメ ン ト請
求 の要因、アセスメン トを受 けた在宅介護者 の属性、アセスメン ト請求 の過程 と評価、アセスメン
トの結果 とサー ビス、これ らに及ぶ。この うち属性 を除 く調査結果 を紹介 しなが ら検討 してみたい。

95年 法 について聞 いた ことの ある在宅介護者 は、86%に のぼる。 しか し、 この結果 は、やや注
意 して解釈 しなけれ ばな らない。全 ての回答者 が在宅介護者全国協会 の会員 で あ￨り 、 また、95年
法 についての簡単 な説明が、調査票 に記載 されて い るか らである。95年 法 についての情報源 は、
主 として在宅介護者全国協会 とその地域組織 あるい は在宅介護者 グル早 プで ある (55%、 43%)。
この うち前者の信頼度 は、極立 って高 い。
「全国協会 の助言冊子集 は、見事 な ものです。 これを使
えば、社会 サ ー ビス部 が訪 ねて来 る前 に私 たちのニ ーズについて整理 してお けます」。社会 サー ビ
ス部 や 自治体 を情報源 にす る例 は、少 ない (22%、 6%)。 多 くの在宅介護者 が、95年 法 について
聞 いてい る とすれば、法 に定 める諸権利 について気 づいている と考 えて もよさそうである。 しか
し、事実 はそ うでない。38%に 当た る在宅介護者 は、 アセスメン ト請求権 の要件 を充足す る こと
さえ知 らない。回答者 の 85%は 、前 に述 べた ように週 50時 間以上 に亘って介護 を担 うのである。
アセス メ ン トについて請求 した ことの ない在宅介護者 のおよそ半数 は、 アセスメ ン トの便益 につ
いて確信 で きない ことか らそ うす るのである。電話 による調査 では、アセスメン トとその過程 に
ついて詳 し く説明 したのちに、在宅介護者 の回答 を求 める。す ると在宅介護者 の 83%は 、 これか

ら何 らかの援助 を必要にすると感 じた時アセスメン トについて請求す る、 と答 える。 ここか ら 2
つのことを学 び取れ よう。 まず、多 くの在宅介護者は、アセスメン トとその過程 について充分 な
知識 を持たない。 さらに、在宅介護者 に適切な情報 さえ提供 されるならば、従来 とは異 なる状況
を作 り出す。 これ らである。
被介護者 のアセスメン トは、95年 法の重要 な内容 のひとつである。在宅介護者 のアセスメン ト
請求権 は、被介護者 によるアセスメントの受給 を要件 にするからである。被介護者の 68%は 、ア
セスメン トを既 に受けている。その規模 は、表 8に 示すように 94年 とりわけ 96年 4月 以降 に目
立って増 える。被介護者のアセスメン トは、社会サービス部 への在宅介護者 の問い合わせ を介 し
て行われ る。 ここか ら、在宅介護者 の 68%は 、社会サービス部 と既 に接触 を持った ことがあると
理解できよう。アセスメ ン トを経験 した被介護者 の増加 は、95年 法の定 めに照 らすならば在宅介
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表8

被介護者のアセスメン ト受給 の推移
実

数 (D(人 )

比

率

(%)

1992

準
F

112

1993

4「

100

89。

3

1994 「
角
1995 4F
1996 生
F

152

135。

7

210

187.5

410

366.1

1996年 4月 〜97年 1月

100.0

278.6

罫 ￨]Joanna wOod,Emily Holzhausen and Annie Jackson,Still battling?,the carers act one year on,
CNA,June 1997,p.17よ り作成。
[注 ](1)合 計 はt984人 の被介護者になる。
(2)殆 どは、上 の410人 の内数である。
[娑

;料

護者 とそのアセスメン ト請求権 に とって も意義 を持 つ。
保健省 は、『95.年 法 に関す る政策案内』の中で次 のよ うに述 べ る。「 かな りの量 の介護 を担 う在
宅介護者 と言 えども法の下 の権利 について知 らない。 自治体 は、アセス メ ン ト請求権 の要件 を充
たす ように見 える全 ての在宅介護者 にアセスメ ン トの手順 を知 らせ るよう取 り計 らわなければな
らない。の。」在宅介護者 は、保健省 の この『政策案内』に従 えば被介護者 がアセスメン トを受 けた
時 に、 自身 の権利 に関 する情報 を提供 され るはずである。被介護者 のアセス メ ン トは、前出 の表
に示 した ように 95年 法 の施行 され る 96年 4月 以降 に 312人 を数 える。 ここか ら、次 のように言
えよう。312人 の在宅介護者 は、アセス メ ン ト請求権 を行使す る可能性 を持 ち、それゆえ この権利
について知 らされて い なければな らない。 しか し、アセス メ ン ト請求権 について説明 を受 けたの
は、郵送 による調査 によると半数 をやや下 まわ る在宅介護者 で ある (47%)。 電話 による調査 も同
じ結果 で ある。他方、権利 につ いて説明 を受 けた 30人 に電話 を掛 けて調 べ た ところによると、そ
の うちの 20人 は、自身 のアセス メ ン ト請求権 をその後 に行使 する。郵送 による調査 に従 えば、48%
に当た る在宅介護者 は、 この種 の請求権 をその後 に行使 す る。被介護者 のアセスメ ン ト時 に在宅
介護者 の権利 を知 らせ る こ とが いかに重 要 で あるのか、 この結果 か ら学 び取 れ る。
アセスメン トの請求 に もかかわ らず、要件 を欠 くことや適 当 なサー ビスの ない ことな どを理 由
に拒否 された例 も、伝 えられ る。週 に 100時 間以上 に亘 って介護 を担 う在宅介護者 は、次 の よ う
に言 う。
「私 は、アセスメン トの要件 を欠 くと言 われ ました。私 は、優先順位 の上で劣 るのか と理
解 しました」。別 の在宅介護者 も言 う。「私 は、 アセスメン トについて請求 しました。次 の ように
『 自治体 は、自由 に出来 る資金以上 にお金 を使 いす ぎてい る。これ以上 に使 える資
言われ ました。
金 は何 もない』」。「私 は、在宅介護者 のアセスメ ン トについて請求 しました。『人 に面倒 を掛 ける
ものではない。アセスメン トを行 う法律 はあって も、法律 を基 に対応 してい るわけではない。』と

‑102‑

在宅介護者のアセスメント請求権 と一時休息請求権
言 われ ました。役所 にはいつ もの ことなが らお金がないのです」。「アセスメン トを請求 しました
が、拒否 され ました。『充分 な数 の ソー シ ャル ワーカーが居 ない』 と言 うのです」。 アセスメン ト
「私 は、在宅
の手続 きが具体化 されなか った り、職員 が良 く理解で きて い ない事例 も伝 えられ る。
『95年 法 について何 も聞 い
介護者 のアセスメン トについて請求 しました。ソー シ ャルワーカー は、
ていない』と言 うのです。そ こで私 は、私 の権不Uに ついて彼女 に話 し、法律 の写 しを渡 しました」。
「私 は、『職員 の訓練 が完了す るまで在宅介護者 のアセスメ ン トを待 たなければな らなぃ』と言わ
れ ました。 これは、96年 4月 の ことです。96年 11月 になって も待 ち続 けて い ます」。

95年 法 に関 す る在 宅介護者の知識 は、以上か ら明 らかである。第 1に 、多 くの在宅介護者 は、
アセス メ ン トとその過程 について充分 な知識 を持 たない。第 2に 、少 な くない在宅介護者 は、ア
セスメ ン ト請求権 について説明 を受 ける とこの権利 を行使 す る。最後 に、少 な くない在宅介護者
は、被介護者 のアセス メ ン トの際 に 自身 の請求権 について知 らされない。職員 の不足 や教育訓練
の遅れ とい った事情 が その背後 に横 たわ る。
郵送 による調査 に答 えた在宅介護者 の うち 82%は 、自身 のアセスメン トについて請求 して い な
い。 この結果 は、週 100時 間 を超 す在宅介護者 が 回答者 の 70%さ え占める ことを考 える と、相応
の要因 による と思われ る。大別す る と 4つ の障壁 が、 アセス メ ン トの請求 を妨 げる。それは、第

1に 、在宅介護者 の経験 に根 ざす障壁、第 2に 在宅介護者 もしくは被介護者 の判断、第 3に 、外
部 か ら強 い られ る障壁、最後 に、権利 についての情報 や理解 の欠如、 これ らである。
在宅介護者 の 6人 に 1人 強 は、被介護者 に充分 な援助 を手 にす る為 に相当 の苦心 を払 い 自分 自
身 のアセスメ ン トの為 にこれ以上 のエ ネル ギー を費 やす程 の余裕 さえない (17%)。 あるい は、一
層 の努力 を払 うだ けの価値 を持 つで あろうか と疑 間 に感 じて、アセスメン トを請求 しない。同 じ
く8人 に 1人 近 くは、利用者負担 を避 けるわ けにいかない と考 えて請求 を取 りやめる (12%)。 既
に民間サ ー ビス を充分 に購入 して い る ことか ら、請求 しない在宅介護者 もい る (8%)。 被介護者
が、外部 の援助 をよしとしない こ とか ら、 その気持 ちに押 されて請求 を思 い とどまる在宅介護者
もい る。 アセスメン トを請求 した い と考 えなが ら、 ソー シ ャル ワーカーの態度 を前 にしてその意

「私の夫が三度 目のアセスメ ン トを受けようとしてい ました
思をなえさせるといった障壁 もある。
から、在宅介護者 のアセスメン トについて尋ねました。す るとソーシャル ワーカーは、不意 をつ
かれたようにぎ ょっと驚 きの表情 を見せ ました」
。これは、請求を結局のところ取 り止めた例であ
る。 さらに、在宅介護者のおよそ 2人 に 1人 は、アセスメン トの効用 に確信 を持てないことから
請求 しない (49%)。 同 じく3人 に 1人 強 は、アセスメン トの資格要件 を満たすかどうか定かでな
いことから請求 しない (38%)。 これ らは、情報 の提供 とこれによる意識 の高揚 に沿 って多かれ少
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なかれ克服 できる類 の障壁 である。
在宅介護者 の うち 自分 のアセスメ ン トについ て請求す るの は、郵送分 の調査 による と僅 か に

18%で ある。請求 を促がす要因 は、一体何 であろ うか。95年 法 の存在 それ 自体 が、アセスメン ト
を請求す る上で強力 な引 き金 の役割 を果 たす。在宅介護者 の 61%は 、95年 法 による権利 について
聞 いた こ とか ら請求権 を行使 す る。
「私 は、95年 法 について地域 の新聞 で知 りましたので、請求 し
てみ ようと考 えました」。 この発言 はヽその一例 で ある。請求 を促 が す他 の要因 は、過大 なまでの
介護 負担 に耐 えかねて、 自分 の健康 さえも害す る こ とである。在宅介護者の 3人 に 2人 強 は、 も
はや介護 を担 い得 ない程 の極限状態 にある と感 じて請求す る (68%)。 あるい は、同 じく 2人 に 1
人以上 は、 自分 もし くは被介護者 の健康 の悪化 を契機 にす る (59%、 54%)。 重要 な こ とは、 これ
らの場合 にも権利 について知 ってい るか らこそ請求す るとい う こ とで ある。
アセスメン トの受給率 は、どれ位 で あろうか。電話調査の回答者 98人 は、在宅介護者 の個別 の
アセス メ ン トを受 けた と考 える 48人 、同 じ く受 けていない と考 える 50人 の 2つ の集団 に区分 さ
れ る。電話調査 では、 アセスメン トの受給状況 を正確 に把握す る為 に、在宅介護者の個別の アセ
スメン ト、被介護者 との合同 のアセスメン ト、純粋 に被介護者 のアセスメン トの 3つ に区分 した
上 、立 ち入 って尋 ね る。在宅介護者 の個別 のアセスメ ン トは、被介護者 と別立 てであること、す
なわち専用 の調査票 に沿 って在宅介護者 に焦点 をあてて調 べ る場合 である。合同 のアセスメン ト
は、在宅介護者 の考 えを含 めて被介護者 と同時 に調 べ る場合 である。結果 は、表 9の 通 りである。

表 9 在宅介護者の個別的なアセスメン トの受給状況
給

在宅介護者 のアセスメン トを受 けた と答 えた48人 の うち
a。 38人 は、在宅介護者 の個別 のアセスメン ト
b.7人 は、非介護者 と合同のアセスメン ト

C.1人 は、被介護者 のアセスメン ト
d.2人 は、定かでない

在宅介護者 のアセスメ ン トを受 けていない と答 えた50人 の うち
a.4人 は、在宅介護者 の個別 のアセスメン ト
b.8人 は、非介護者 と合同のアセスメン ト
C.37人 は、被介護者 のアセスメ ン ト
d。
1人 は、定 かでない

3.計
a.98人 中42人
b.98人 中57人
斗]Joama
[資 米

(38人
(42人

+4人 、 42.9%)は 、在宅介護者 の個別 のアセスメ ン ト
+7人 +8人 、 58.2%)は 、 その能力 が ア セス メ ン トで考慮 され る

Wood,Emily Holzhausen and Annie JacksOn,Still battling?,the carers act one year on,

CNA,June 1997,p.29よ り作成。
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在宅介護者 の個別 のアセスメ ン トは、98人 の 42.9%に 当た る 42人 について行われる。 これに合
同 のアセス メ ン ト15人 を加 えると、98人 の 58.2%に 当た る。 この受給率 は、在宅介護者全国協
会 の 93年 調査及 び 94年 調査 の結果。。(26.1%、 61%)に 比 べ る と、少 な くとも 94年 以降 に上昇
してい ない。
アセスメン トの内容 は、 どの ように評価 され るであろうか。保健省『95年 法 に関す る政策案内』
は、アセスメン トの請求 か ら開始 までの期間 を示 していない。結果 は、 2週 未満 45%、 2週 以上

5週 未満 33%、 5週 以上 2カ 月以下
ものの、94年 調査 の結果

18%、

3カ 月以上 5カ 月未満 4%で ある。幅広 い分布 を示す

a(lヵ 月以内 56%)に 比 べ るとかな りの改善 で ある。

アセスメン トの中で話 され る内容 は、時 に微妙 な問題 に及 ぶ こともある。 アセスメン トは、被
介護者 との無用 の あつれ きを避 けなけれ ば、在宅介護者 の置 かれた状況 や心情 を正確 につかむわ
けにいか ない。在宅介護者全国協 会 が、 アセス メ ン トに同席 す る人 について前 もって在宅介護者
に相談 す るように求 めるの も、そ うした事情 に配慮す るか らである。 アセスメン トヘ の同席 は、
在宅介護者 とソー シ ャル ワーカーのみ 37%、 両者 に被介護者 も加 えた計 3者 56%、 その他

7%で

ある。殆 どの在宅介護者 は、 この結果 に満足 す る。前 もっての相談 は、重要 な配慮である として
「 ソーシャル ワーカーは、私 の世話す る夫の同席 の も
歓迎 され る。次 の発言 は、その一例 で ある。
とにアセス メ ン トをす るか どうかについて、私 の考 えを電話 で前 もって尋ねて くれ ました。 これ
は、 とて も気配 りの きいた ことだ と思 ってい ます。」
アセス メ ン トに費 や される時間は、区々で ある。 アセスメン トが詳細 に亘 って長 い時間 を要す
る例 は、全体 の 51%で ある。これ とは反対 に、短時 間 で終 わ る例 は、同 じ く36%で ある (他 の 13%
は両者 の中間)。 在宅介護者用 の調査票 は、56%で 利用 され る。メモ を取 つて記録 す る例 は 15%で
ある (そ の他 29%)。 時間 を掛 けた て いね い なアセスメン トは、歓迎 され る。これ とは反対 の例 は、
「私 は、アセス メ ン トの進 め方に とて も満足 してい ますδソーシャル ワー カー
至 って不評 で ある。
の訪間 は、私 に とってはじめての ことで した。時間 を無徒 に使 って しまった とい う印象な ど、少
しもあ りません」。
「 ケースワーカー は、たかだか 15分 で状態 をしっか り把握す る ことな どとて も
出来 ない と思 い ます。在宅介護者 は、状態 について しつか りと話す機会 を与 えられて しか るべ き
です」6「 ソーシ ャル ワー カこ は、何 の準備 もして い ませんで した。 これには、失望 しました。 ア
セスメン トの為 の調査票 もないのです」。
在宅介護者の 4人 中 3人 は、実際 のアセスメン トに満足す る (76%)。 他 の 4人 に 1人 弱 は、不
満 であると言 う(24%)。 在宅介護者 は、 ソー シャル ワーカーによる対応 の まず さな どを感 じ取 る
‐
か らである。
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アセス メ ン トは、 それ 自体 が 目的 でない。 サ ー ビスの必要性 と内容 とを判定す る為 の素材 を提
供す る こ とで ある。在宅介護者 にすれば、アセスメン トに続 いてサー ビスの提供 を期待す るの も、
自然 の成 りゆきである。95年 法 は、サ ー ビス に関す る直接 の定 めを持たない。 しか し、アセス メ
ン トの結果 は、95年 法 によるとサー ビスの設計 に当たって考慮 されなければな らない。在宅介護
者 の多 くは、個別 のアセスメン トののちになん らかの援助 を受 ける (91%、

9%は 全 く受 けない)。

在宅介護者 の 4人 に 3人 強 は、社会 サ ー ビス部 か らの援助 で ある (77%)。 同 じく半数以上 は、 ア
セス メ ン トの結果 としてサー ビスの増加 を経験 す る (55%)。 他 の半数弱 は、 この種 の変化 を経験
しない (45%)。 サ ー ビスがアセスメン トに続 いて切 り縮 められた とい う声 は、 どの在宅介護者 か
らも伝 えられない。 サ ー ビスが一般 に切 り縮 め られ る動 きにある とい う紹介 は、確 かにある。在
宅介護者 は、 その種 の動 きを見 た り聞 いた りす るだけに、将来 に亘 る援助 の削減 を危惧す る様子
で ある。 ともあれ在宅介護 者 の 4人 に 3人 強 は、アセスメン トの進 め方 に満足 し、同 じく半数以
上 は、アセス メ ン トに続 くサー ビス を歓迎す る (76%、 59%)。
利用者 の負担 は、在宅介護者 に とって頭 の痛 い問題 である。 アセス メ ン トに続 く結果 に不快感
を示す主な理 由 は、 この利用者負担 で ある。
『95年 法 に関す る政策案内』にも述 べ られ る。3)通 り欠 か
アセスメン ト結果 の書面 による伝達 は、
すわけにいかない。在宅介護者 の多 くは、アセス メ ン トの結果 を社会 サ ー ビス部 か ら伝 えられ る
(85%)。 書面 による伝達 は、半数 を超 す (56%)。 他 の方法 による伝達 は、口頭 (18%)、 電話 (11%)

な どである

(そ

の他 15%)。 これ らの うち書面 による伝達 は、94年 調査 によると 3人 に 1人 さえ

も下 まわ る。。(32%)。 これ に比 べ る とかな りの改善 と言 えそうである。 しか し、殆 どの社会 サー
ビス部 は、アセス メ ン トの結果 を書面 で伝 える考 えであると 94年 調査 で答 えて い る。。(88.6%)。
社会 サー ビス部 の意向 と実際 の結果 とにかな りの落差 のある こ とを伺わせ る。
以上 は、在宅介護者 か らの回答 に基 づ く検討 で ある。さらに、社会 サ ー ビス部 か らの回答 に沿 っ
て検討 してみた い。主 な素材 は、在宅介護者全国協会『95年 法 の適用初年度 に関す る社会 サ ー ビ
ス部 の経験』00(調 査 期 間 97年

1‑4月 )で あ る。 この調査 は、全 国 200の 社会 サー ビス部 の

55.5%に 当た る 111部 か ら回答 を得 た ものである。95年 法 の施行 に関す る在宅介護者全国協会 の
調査 としては、97年 6月 発行 のそれに続 く成果 で ある。調査 の主な項 目は、95年 法 についての社
会サ ー ビス部 の見解 をはじめ予算措置、95年 法 の影響 、在宅介護者 へ の情報 の提供、在宅介護者
へ のアセス メン トな どで ある。
自治体 は、95年 法案 の通過期間か らず っ とこれ を支持 して きた。この法案 が可決 され るな らば、
各地 で試み られ る先駆的な経験 に法的な拠 り所 を与 える、 と理解 したか らである。保健省 は『95
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「95年 法 は、先駆例 を法令 の具体化 として受
年法 に関す る政策案内』の中で この理解 に言及 して、
。つと評す る。自治体 は、この法律 を支持 した上で追加 の財源 を政府 に求 める。この財源
け入れ る」
は、社会 サー ビス部部長協 会 (ADSS)に よると最低 で も 4,000万 ポ ン ドの額 である。社会 サ ー ビ
ス部 は、追加 の財源 な しに 95年 法 の完全 な施行 もおぼつかない として政府 にしか るべ き措置 を求
める。●助しか し、政府 は、前 に述 べ た ように追加 の財源 を要 しない とい う立場 を取 る。保健省 は、
『95年 法 に関す る実用指針』 と『政策案 内』 の いずれ にお いて も財源 に一 言 も触 れない。
全国 111の 84.7%に 当た る 94の 社会 サー ビス部 は、95年 法 の定 める義務 を既 に実行 しつつ あ
る と回答す る。同時 に、 お よそ半数 の部 は、新 しい手続 きを法 に沿 って拡充 しなければな らない
と答 える (51、 45.9%)。 95年 法 は、先駆的 な取 り組 みを改 めて確認す ると共 に新 しい試 みを促す
ことになった と言 えよう。在宅介護者 の承認 とこれに沿 う援助 は、 おのず と増す ように推測 され
る。社会 サー ビス部 の多 くは、95年 法 の利益 について次 の ように評価す る。在宅介護者 の確認 が
進 み、援助 に関す る情報 も広が る ことによって、危機的 な状態 にある在宅介護者 の減少 を長期的
には見込 む ことがで きる

(89、

80.2%)。 在宅介護者政策 の充実 が計 られ る

介護者 のニ ーズ は、 アセスメン トを通 して従来以上 に把握 され る (56、
助 は介護能力 のアセスメン トを介 して これ まで以上 に進 む

(52、

(84、

50.5)。

75.7%)。 在宅

在宅介護者 へ の援

46.8%)。

社会 サー ビス部 は、95年 法 を施行す る上での障壁 について も併 せて指摘す る。 その殆 どは、政
府 の補助 金 の不足 に発す る。財源 の不足 を直接 に言 う社会サ ー ビス部 は、最 も多 い (83、 74.8%)。
在宅介護者 としての 自己認識 を持たない人 々の発見 のむずか しさ、在宅介護者 の希望 する援助 に
応 えるむずか しさを指摘す る社会 サ ー ビス部 も、半数 を超す (68、 61.3%、

64、

57.7%)。

この他

に、 アセスメン トをす る時間 の不足、全 ての在宅介護者 に権不Uに ついて伝 えるむずか しさをあげ
る社会 サ ー ビス部 も、半数 を前後 す る (57、 51.4%、

54、

48.6%)。

これ らも、職員 の増員 や情報

手段 の多様化 を考 え るな らば、多 かれ少 なかれ財源の不足 に根差 す問題 の一部 で ある。
政府 は、既 に述 べ た ように 95年 法 の施行 にかかわって補助金 を 1ポ ン ドた りとも増 や さない。
社会 サ ー ビス部部長 会や社会事業部長会

(ADSW)及 び在宅介護者全国協会 の強 い要請 に背 を向

けた ままである。施行 には、少 な く見積 って も 4,000万 ポ ン ドを要 す るとい う試算 もすでに紹介
した ように行われ る。社会 サー ビス部 の半数近 くは、95年 法 の施行 の為 に特別 の予算措置 を取 る
(イ

ングラ ン ドとウ ェールズの 90の 44.4%に 当た る 40部 )。 この比率 は、他 の調査結果 に比 べ る

とやや低 い ように思われ る。予算措置 は、ブ リス トル大学 の研究 チームの調査 による と 73.3%に
当たる自治体、前出 の表 7に 示す筆者 の調査 で は 66.7%の 自治体 で取 られ る。在宅介護者全国協
会 の先 の調査結果 とあわせた平均で言 えば 50。 8%で ある。表 10に 示す通 りである。忘れ てな らな
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表 10 95年 法 に伴 う自治体社会サー ビス部 の予算措置 と予算総額及び平均額
予算措置 を行 った 自治
体数 と比 率 (%、 KAl)

1.在 宅介護 者全 国協会調査
2.ブ リス トル大学調査
3.静 岡大学調査
4.平
均

90自 治体 中40(44.4)

(ポ
7,038,775(1)

ンド
、準キ
)

201,108(1)

15自 治体中11(73.3)

(2)

15自 治体 中10(66.7)

4,675,000‑4,875,000

519,444‑541,667

120自 治体中61(50。 8)

5,856,888‑5,956,888

360,276^V371,388

(2)分 布で言えば最低22,000ポ ンドから最高100万 ポンド以上である。
い ことは、予算措置 が、在宅介護者全 国協会 の調査 によって も、半数近 くの 自治体 で取 られた こ
とで ある。予算額 は、同 じく在宅介護者全国協会 の調査 によると 20万 ポ ン ドを超 す。筆者 の調査
に従 えばお よそ 52‑54万 ポン ドである。 もとよ り問題 のないわ けではない。第 1に 、予算額 は、
自治体 によってあ ま りにちが いす ぎる。 これが、 自治体 の人 口格差の反映であることを否定す る
積 りはない。しか し、その影響 は小 さい。む しろ自治体 の財政状況 に左右 され る度合 いが大 きい。
第 2に 、予算 を継続的 に措置す る社会 サ ー ビス部 は、全体 の 3分 の 2強 で ある。他 は、一度限 り
の措置で ある。 しか も、前者 の予算額 は、概 して多 いのに対 して、後者のそれ は少ない方 にやや
傾斜す る。表 11に 示す通 りで ある。金額 の少 なさと臨時的な措置 とは、ともに 自治体財政の厳 し
さに根差す こ とで共通す る。予算 に期限が つ けられ、 その額 も総 じて少ないので あれば、予算措
置 の効果 も多 くを望 めないで あろう。 これ らの 2つ の問題 は、在宅介護者 に とって次 の ことを意
味 しよう。すなわち、在宅介護者 は、介護 を同 じよ うに担 う立場 に置 かれて も属 す る自治体 によっ
て程度 の異 なる援助 を受 ける とい う こと、あるい は受 けない とい う こ と、 これである。
予算 の使途 は、職員 の訓練 と新 しい権利 の広報 あるい はサー ビスの拡充 と新設及 び職員 の採用
な どで ある。
職員 の訓練 は、95年 法 の施行準備 の中で最 も力点 の掛 けられた課題 で ある。 この訓練 は、形通
りの課程 の他 ワークシ ョップや セ ミナーの形式 を取 って実施 され る。在宅介護者全国協会の発行
す る冊 子 が、訓練 の教材 として使 われ る例 も伝 え られ る (108の うち 55の 社会 サ ー ビス部、
50.9%)。

この団体 の主催す る 95年 法関係講座 へ の職員 の参加 も、二定 の広 が りを見 せ る (同 じ

く32、 29.6%)。 これ らは、この団体 の重要 な役割 を示すに充分 な例 である。さ らに、在宅介護者
とその団体 へ の諮問 が広 く行 われ る。諮 問 は、委員 を委 嘱 し委 員会 を開 い て意見 を徴す る他、
フォー ラムな どの開催 を通 して も行われ る。諮問 は、在宅介護者 と被介護者 に対 してはもとよ り
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表 11 95年 法施行関係 の在宅介護者類型別 自治体社会サ ー ビス部予算
自 治 体
一度限 りの予算措
置 を取 る自治体

予算額

数
継続的 な予算措
置 を取 る自治体

成人 の在宅介護者

322‑ 2,000ポ ン ド
2,001〜 4,000ポ ン ド

12,000‑13,000ポ ン ド
30,000〜 50,000ポ ン ド
60,000〜 80,000ポ ン ド

130,000‑140,000ポ ン ド
240,000へ ′
250,000ポ ン ド
/ド
300,000ハ V325,0001ド こ

775,000ポ ン ド
親 の地 位 に あ る在宅介護者
6,000ポ ン ド
24,000ポ ン ド
60,000ポ ン ド
121,796ポ ン ド
300,000ポ ン ド
在宅 介護者 を担 う児童
589ポ ン ド
3,000〜 7,000ポ ン ド
/ド
10,000‑13,000ズ ド〕
/ド
20,000‑29,000ズ ドじ

30,000‑35,000ポ ン ド
300,000ポ ン ド

計 (43自 治体, %)
[資 料]Joama

27(62.8)

16(37.2)

Wood,Emily Holzhausen and Amie Jackson,h On the actP,sOcial seロ セes'expeHence of
り借用。

the first year of the carers act,CNA,October 1997,p.16よ

在宅 介護 者 の 団体 に も行 わ れ る (83、 76:9%、

69、

63.9%)。 諮 問 が 幅広 く実施 された こ とを伺 わ

せ る。 これ は、計 画 の立 案過程 へ の在宅 介護 者 の参加 を示 す指 標 の ひ とつ として重 要 で あ る。諮
問 の 目的 は、多岐 に亘 る。ア セ ス メ ン ト手続 きに関す る意 見 の収 集 (89の うち 81の 社 会 サ ー ビス

部、91.0%)や 在宅介護者 のニ ーズの確認 (同 じ く 79、
の方法 の検討
の検討

(36、

(68、

88.8%)の 他、在宅介護者 のニ ーズ充足

76.4%)、 アセスメン トの適用基準の検討

(57、

64。

0%)あ るい は利用者負担

40.4%)な どである。

在宅介護者 の援助 は、95年 法 の施行以降 に全体的な広 が りを見 せ る。在宅介護者 むけの各種 の
情報 を拡充 した社会 サ ー ビス部 は、多 い (108の うち 82の 部、75。 9%)。 アセスメン トの増加 は、
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成人 を介護す る成人 の在宅介護者 と介護 を担 う児童 の双方 で確認 され る (同 じく 57、 52.8%、

43、

39.8%)。 援助 を要す る在宅介護者 の為 の休息機会 や週末 における援助 の拡充 も伝 えられる (い ず

れ も 43、 39.8%)。 アセス メ ン トや援助 の拡充 は、職員 の増員 にただちに連動す る。介護 は、対人
サ ー ビスで あるだ けに担 い手 の増加 を避 けるわ けにいかないか らである。介護労働者 の数 を増 や
す社会サー ビス部 は、半数 を超す

(60、

55.6%)。

援助 を拡充す る社会 サー ビス部 の一 方 で、96年 4月 以降 に何 の変更 も加 えない社会 サー ビス部
もある。 イ ングラ ン ドとウェールズ のお よそ 3分 の 1に のぼる社会 サー ビス部 が、 これ に当た る
(32、

34.0%)。 その主な理 由 は、援助 を既 に提供 して い る こ と、95年 法 の施行以前 に拡充 した こ

と、予算 の逼迫及 び追加財源のない こ とな どで ある。援助 を 95年 法 の施行以降 に減 らす例 も、僅
かな数 の社会 サー ビス部 である とはい え伝 えられ る。援助 の減少 は、介護労働者 や作業療法士の
削減 と並行 して進 め られ る。
情報、 とりわ け入手 しやす く同時 に理 解 しやす い情報 は、在宅介護者 に とって至 って重 要 で あ
る。保健省 は、在宅介護者 の必要 な時 に容易 に入手 で きる こと、あわせて全 ての在宅介護者 に理
解 され る こと、 これ らも情報提供 の要件 として社会サ ー ビス部 に求 める。9。 適切 な指摘である。
在宅介護者 の権利 の周知 は、回答 のあった 80の 社会 サ ー ビス部 の うち 78の 部 で取 り組 まれ る (成
人 を看 る成人 の在宅介護者、97.5%)。 この種 の周知 は、被介護者 の両親 の立場 にある在宅介護者
や在宅介護 を担 う児童 について も行 われ る

(64、

80.0%、

59、

73.8%)。 周知 の媒体 や型式 には、

48の 社会 サー ビス部 が 回答 を寄 せ る。最 も多 い例 は、13ポ イ ン トの活字 による印刷物 の作成 であ
る (30、 62.5%)。 高齢者 を考 えての ことで ある。活字 が大 きいだけに至 って見 やす い。少数民族
の言語 による印刷物 の提供 も少 な くない (29、 60.4%)。 多様 な言語 を考 えに入れての措置である。
録音 テープの提供 も少 な くない (23、 47.9%)。 しか し、点字 による周知 を行 う社会サー ビス部 は、
少 ない (15、 31.3%)。 これ らの印刷物 な どは、 ボランテ ィア団体 や在宅介護者 の連絡網 による伝
達 あるい は郵送 な どによって届 けられ る (回 答 の あ った 96の うち 81の 社会 サ ー ビス部、84.4%、
同 じく 59、 61.5%)。 一般開業医 の診察室 や保健 セ ンター、公立図書館 の一 角 な どに印刷物 な どを
置 く例 も上ヒ
較的多 く見 られ る (58、

60。

4%、

57、

59.4%)。 情報 の提供 は、 これ らの回答 を見 る限

り改善 され つつ あるように思われ る。
在宅介護者 のアセスメン トは、93年 4月 か らの実施 が最 も多 い (82の うちの 38社 会 サー ビス
部、46.3%)。 次 いで、96年 4月 もし くは翌 97年 4月 か らの導入な どである
8.5%、 その他 13、

15。

9%)。

(24、

29.3%、

7、

このうち96年 4月 及び 97年 同月以降の実施 は、いずれも95年 法に

促 された結果である。
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96年 4月 以降 のアセスメ ン ト記録 は、31の 社会 サ ー ビス部 によって保有 され る (37.8%)。 こ
の うち 19の 社会 サー ビス部 は、 アセス メ ン ト件数 につ いて伝 える。 これによると 96年 4月 か ら
翌 97年 2月 までの実施件数 は、最 も少ない社会 サー ビス部 で 2件 、これ とは反対 にもっ とも多 い
部 で 6,000件 である。19社 会サ ー ビス部 の合計 は、8,194件 で ある。これは、平均す ると社会 サー
ビス部当た り 431件 で ある。 しか し、一社会 サー ビス部 の 6,000件 を入れて計 算す ると、平均的
な姿 をやや歪 めて伝 える ことに もなる。 そ こで、 これ を除 いて計算す ると、平均 121件 のアセス
メ ン トが 18の 社会 サ ー ビス部 で行 われた ことになる。これ は、97年 2月 までの実績 である。アセ
スメン トの実施見込 み数 は、実績 を上 まわ る。す なわち 96年 4月 か ら翌 97年 4月 までのア セス
メン ト実施見込 み数 は、28の 社会 サ ー ビス部 で合計 2万 2,652件 で ある。 これは、平均す る と社
会サー ビス部当た り809件 で ある。この見込み数が全 国的 に200を 数える社会 サービス部 の平均 を現わ
す とすれ ば、イ ギ リス全体 のアセス メ ン ト件数 は、 2万 2,652件 の 7倍 として15万 8,564件 で あ
る

0。

もとよ りこの計数 は、社会 サ ー ビス部 ごとの人 口統計 を基 に算出す るわ けでない ことか ら、

必ず しも正確 と言 えない。おお よその数 を把握す る為 のご く粗 い結果 で ある。およそ15万 8,000件
は、週 20時 間以 上 を介護 に費 やす在宅介護者 156万 人 (90年 )と の対比 ではその 10%程 で あ る。
在宅介護者 のアセス メ ン トを実施 す る上での問題 も指摘 され る。 これ は、 3分 の 1を 超す社会
サー ビス部 の指摘す る ところで ある (39、

35。

1%)。 社会 サ ー ビス部 は、あたか も回裏 を合 わせた

かのよ うに予算 の厳 しさ、職員 の縮減、時間 の少 なさ、 アセス メ ン トの順番 を待 つ在宅介護者 の
数 をあげる。
アセス メ ン ト請求権 は、 しばしば触 れ るように全ての在宅介護者 に開 かれるわ けではない。 か
な りの量の介護 を日常的 に担 う場合 に限 られ る。かな りの量 の介護 は、
保健省 によれば常識 に従 っ
て (in their everyday sense)

1)解

釈 されなければな らない。解釈 の主体 は、アセスメン トの責任

を負 う自治体 とその社会 サー ビス部 で ある。保健省 が文言の解釈 を示 さない ことか ら、 自治体 に
委ね られ るのである。
社会 サー ビス部 は、一定 の手続 きをへ て解釈 を示す。殆 どの社会 サ ー ビス部 は、在宅介護者 と
そのグループ に諮問す る (80の うち 69の 社会 サ ー ビス部、86.3%)。 部内の会合や討論 をへ た所
も多 い (63、 78.7%)。 解釈 は、区々で ある。 7つ 程 の要件 を拾 い出す ことがで きる。第 1に 、時
間 を要件 にす る。20時 間以上介護 を担 う場合 に、 これ をかな りの量の介護 を担 う と解釈す る例 な
どである。第 2に 、他 の人々か らの援助 の有無 で ある。 これのない人 々 はかな りの量 の介護 を担
うと位置 づ けられ る。第 3に 、被介護者 との同居 のいか んである。同居す る介護者 もかな りの量
の介護 を担 うと見 なされ る。第 4に 、身体的 な介助 を手掛 けるか否 かで ある。これ を手掛 ける人 々
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も、かな りの量の介護 を担 うと解釈 され る。第 5に 、在宅介護者 の年齢 で ある。18歳 未満 と 75歳
以上の在宅介護者 は、介護作業 の種類 や時間 の長 さにかかわ りな くかな りの量 の介護 を担 う、 と
位置 づ けられ る。第 6に 、在宅介護者 の疾病や障害の有無 で ある。 自 らも障害者等 で ある時 は、
かな りの量の介護 を担 うと解 され る。最後 に、疾果症患者や重度 の知的障害者 な どを看 る場合 も
かな りの量の介護 を担 う と位置 づ けられ る。以上 の結果 は、前出の表 4に 示 した筆者 の調査 とも
内容 の上 で重な りあう。
解釈 は、見 られ るように実 に多様 で ある。これ は、在宅介護者 に とって次 の ことを意味 しよ う。
すなわち、アセスメン ト請求権 の認知要件 は、社会 サ ー ビス部 によってかな り異 なるとい うこと、
これである。

95年 法 をその施行 に照 らして検証 す る作業 は、在宅介護者全国協会の他 に も取 り組 まれ る。筆
者 の知 る限 りで言 えば、 クロス ロー ドをはじめプ リンセス・ ロイヤル・ トラス ト、 キ ングス・ フ ァ
ン ド及 びブ リス トル大学研究 セ ンター の取 り組 みをあげる こ とがで きる 幼。内容 の紹介 は ここで
は控 えた い。95年 法 の意義 は、これ らの 4つ の調査研究 によって も確 かめ られ る。95年 法 をその
施行 に即 して否定的 に評 す る論評 は ともか くとして、その種 の本格的 な調査研究 は、筆者 の知 る
限 りない。

95年 法 について、以上 か ら次 のよ うに評す る こ とがで きよう。第 1に 、在宅介護者 の援助 は、
95年 法 の施行 を契機 に進 んで い る。95年 法 は、在宅介護者 に援助 の手掛 か りを与 える。第 2に 、
援助 が格段 に進んだか と言 えば、 アセス メ ン トの実績 に示 され るように残念 なが らそうでない。
サー ビスの縮減 に手 を付 ける所 もご く僅 かで あれ存在する。第 3に 、95年 法 の適用 は、社会 サー
ビス部間の大 きな格差 を伴 って進 む。最後 に、保健省 による補助金 の拡充 は 95年 法案 の討論過程
か ら指摘 されてきた ように是非共必要 で ある。 これによって解決 される、あるい は解決 に 目途 の
付 く問題 は多 い。

Ⅲ

一時休息 に関す る各国の経験 と96年 法案

一 時休息 の保障 は、在宅介護者 とその団体 のかねてか らの要求 で ある。在宅介護者全国協会 は、
一 時休息 の取得形態 と長 さ及びその費用 につ いて定式化す る。95年 の ことで ある。一 時休息 は、
これ によると 3つ の レベル で要求 され る。第 1に 、週 の うち平 日の レベルで ある。年間 50週 の各
週 について最低 4時 間 の一 時休息 で ある。第 2に 、年間 のやや長 い休息 の レベ ル である。最低 2
週間の連続 した休息 の保障 である。 イギ リス人 の生活 に定着 した連続休暇 を連想 で きよう。第 3

‑112‑

在宅介護者のアセスメント請求権 と一時休息請求権
に、週末 の レベル である。土 曜 の午前 9時 か ら翌 日曜 日の午後 6時 まで続 く連続 33時 間 の休息 で
ある。 これ は、年 に最低 2回 の要求 で ある。週末 にお ける介護 か らの解放 である。 これ らに要す
る費用 は、表 12の ように積算 され る。在宅介護者 の うち週 50時 間 を超 えて介護 を担 う者 はおよ
そ 75万 人、同 じく 35時 間以上の介護 を担 う者 はお よそ 100万 人 である (90年 )。 費用 は、 これ ら
の在宅介護者 の 3分 の 2に 当た る人 々が一 時休息 を取得す る とい う想定 の下 に算出 され る。
一 時休息 は、在宅介護者 に とって次の ような意義 を持 つ。第 1に 、在宅介護者 の健康 に とって
不可欠 で ある。介護 は、 いつ終 わ る とも知れない作業 で ある。介護 は、被介護者 の 日常生活の世
話 で ある ことか ら、人間 の生理 的 な リズムに逆 らって夜間 にも必要 で ある。介護 に費 やす時間 の
長 さに比例 して、在宅介護者 の体 も徐 々 にむ しばまれ る。体 の不調 を訴 える例 はさしてめず らし
くない。一 時休息 は、在宅介護者 を介護 か ら解放 して くれ る。 その計画的 な取得 と長 さ及 び頻度
に応 じて在宅介護者 の健康 の回復 に効果 を発揮 す る ことになろう。第 2に 、在宅介護者 の家族生
活 や社会生活 に とって必要 で ある。在宅介護者 は、介護 に費 やす時間が長 くなる につれて社会生
活 の機会 を失 う。介護 に追われ て、友人 や隣人 と交流す る ことも疎遠 になる。一 時休息 は、在宅
介護者 が ご くあた り前 の家族生活 や社会 生活 を取 り戻す上 に も、必要である。第 3に 、雇用関係

表 12 在宅介護者 の一時休息 に要する費用 (推 計 )

(単 位

週 50時 間 以 上 の
在宅介護者 50万 人

:百万 ポ ン ド)

週 35時 間 以 上 の
在宅介護者 67万人

週休 (年 50週 )(自 宅で)(D

a.4時 間
b.5時 間

年次休暇 (居 住介護施設 の利用 による)
a.1週 間

650

871

812

1,089

145

b.2週 間

290

週末 2晩 の休息(⇒ (居 住介護施設の利用による)。

)

a.年 2回

90

年 3回

135

b。

年 4回
週末 2晩 の休息(a(自 宅 で)●

180

C。

a。
b。
C。

)

年 2回
年 3回
年 4回

[資 料 ]Norlna五

Wamer,Better tomorrows,op.cit,p.91よ り借用。

[注 ](1)介 護補助者 の時給 6.50ポ ン ドで計算 して い る。

9)居 住介護施設 での 1回 当た り週末料金90ポ ン ドとして計 算 してい る。
0 土曜 の午前 9時 〜 日曜の午後 6時 までの33時 間 につ いて、介護補助者 の週 末及 び住 み込 み料金
―in rate)を 合計 して 1回 当 た り203ポ ン ドとして計 算 して い る。
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を持 って外 で働 く在宅介護者 に とっての意義 を忘れ るわ けにいかない。 これ らの人々は、仕事 と
介護 との二 重の負担 を背負 う。介護休業制度 は、仕事 か ら一定 の期間離れ て介護 に専念 させて く
れ る。 しか し、外 の世界 と接触す る機会 は、仕事 か ら離 れ る こ とで大幅 に減 る。介護体業制度 は、
字句通 り介護 に専念す る為 に仕事 を体 む ことで あ って、 自由な時間 をす ごす為の体暇 ではない。
雇用者 に開かれた他 の有給休暇 とは、明 らか に異 なる。一 時休息 は、介護休業 中の在宅介護者 に
とって 自由時間 の確保 を意味す る。
一 時休息 の形態 は、大別す ると 2つ ある。 その 1つ は、被介護者の自宅 に有給 の介護労働者 を
派遣 し、 これによって在宅介護者 の休息 を保障す るや り方である。被介護者 は、 自宅 で介護 を受
け続 ける こ とがで きる。又、同一 の介護労働者 に看 て もらえるとい う長 所 もある。 しか し、施設
を利用す る場合 に比 べ て割高 で ある。有給 の介護労働 者当た りの被介護者数 が一人 に限 られ、被
介護者 の 自宅 へ の往来 に時間 と費用 を要す るか らで ある。 い まひ とつ は、居住介護施設 に被介護
者 を一 定 の期間収容する方法である。在宅介護者 は、 この期間 の長 さに応 じて休息 を取 る ことが
で きる。 この方法 は、学齢期 の被介護者 に とって効果 の ある方法である。同 じよ うな障害 を抱 え
た被介護者 と触れあう こ とがで きるか らである。 しか し、 この種 の施設 が存在 しない とい う地域
もある。 自宅 と施設 との移動 や交通手段の確保 とい う問題 もある。被介護者 は、不慣れな環境 に
順応 で きず に精神的な不調 を訴 える場 合 もある。
一 時休息 の現状 は、個 々の先駆的 な経験 や その広 が りに もかかわ らず、解決す るべ き課題 を少
なか らず抱 える。調査研究 の成果 めに照 らす と、次 の ように特徴 づ ける ことが で きよう。第 1に 、
一 時休息 は疾病 や障害 の程度 の極端 に高 い被介護者 を世話 し、 それゆえ介護時間 も至 って長 い在
宅介護 者 に傾斜す る。第 2に 、一 時休息 は、平 日の しか も日中 に行われ る ことが多 い。週末 や休
日あるい は夕方か ら夜間 について著 し く手薄 で ある。第 3に 、予 め計画 された一 時休息 は ともか
く、急な要請 に対応 して一 時休息 のニーズに応 えるとなると、 まだ始 め られたばか りである。第

4に 、待機者名簿 (Waiting lists)の 存在 である。一 時休息 に強 いニーズ を持 ち、社会サー ビス
部 に申請 して も、 ただちにアセスメン トの始 まるわ けではない。一年 も待 たされ る例 もめず らし
くない。 この種 の名簿 に名 を連 ねる在宅介護者 は、人種別 には少数民族 に多 い。在宅介護者 の中
にはあ まりに長 く待 たされ る為 にニ ーズ をなえさせ る者 もい る。
これ らの現状 は、保健省社会サー ビス検 査 官 (SSI)も 認 め、 その改善 を社会 サ ー ビス部 に求 め
る り。一 時休息 の弾力化 と言 う時、そ こに込 め られ る意味 は、平 日の夜間や週末 あるい は休 日に
おける一 時休息 の保障 である。保健省 は、少数民族 に属す る在宅介護者 の一 時休息 を促す為 に、
少数民族 の言語 や文化 に配慮 したサ ー ビスの提供 につ いて も社会 サ ー ビス部 に求 める。 しか し、
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保健省 は、克服す るべ き課題 を指摘 し、その克服 を社会 サー ビス部 に求 めるだ けである。社会 サ ー
ビス部 の主体的な努力 をあ と押 しす るに足 る法律 の整備や これ に裏 づ けられた財源 の措置 になる
と、話 は別 である。保健省 は、二 の足 を踏 む。 その良 い例 は、95年 法 で ある。在宅介護者全国協
会 の求 める一 時休息請求権 の法制化 につ いて も、 同 じ姿勢 である。
ところで、一 時休息 は、イギ リスだ けの経験で はない。広 く欧米諸国 に見 る ことがで きる。筆
者 の知 る限 リカナダや アメ リカ、 オース トラ リア、 ドイツそれにスウェー デ ンの諸国 にお いて も
取 り組 まれ る
支 えられ る

0。

5、

この うちカナダのオ ンタ リオ州 で取 り組 まれ る一 時休息 は、州政府 の補助金 に

州政府 は、有給 の介護労働者 の人 件費 として週 当た り 120カ ナダ ドル を負担す る。

この額 は、時間当た り 8カ ナダ ドル、15時 間分 に当たる。州政府 は、か つ て時間当た り 10カ ナダ
ドル を補助 してきた ものの、97年 か ら 9カ ナダ ドル に減額す る。有給 の介護労働者 の賃金 は、障
害児 の保護者 の拠出 による時間当た り 1カ ナダ ドル を加 えて 9カ ナダ ドル である。障害児 の親 で
もある在宅介護者 は、 これ によって週 15時 間 の一 時休息 を保障 され る。
一 時休息 の保障 は、 スウェー デ ンにお いて在宅介護者 の権利 として制度化 され る。 これ は、機
能障害 を持 つ人 々の援助 とサー ビス に関 す る 94年 法 に沿 って制度化 される。一 時休息 の法制化 と
しては、 スウェー デ ンな らではの世界 で最初 の経験 である。一 時休息 は、障害児 なかんづ く重度
の障害児 を抱 え、その介護 に当た る保護者 たちによって要求 されて きたサ ー ビスのひ とつである。
保護者 たちは、障害児 の世話 に追われ るあま り友人 や隣人 と疎遠 になることも少な くない。94年
法 は、一 時休息 の制度化 を通 して保護者 に 自由 な時間 を確保 しようとす るので ある。一 時休息 の
取得 は、い くつか の調査 つによると 94年 法 に沿 って増 える傾向にある。一 時休息 の順番待 ちは、
少な くな りつつ ある。利用料 の負担 を課す 自治体 は、以前 に比 べ ると少 ない。一 時休息 の期間 は、
概 して長 くなる傾向 にある。同時 に、 自治体 の逼迫す る財政状況 を回実 に、一 時休息 の取得 を拒
否 され る例 も伝 えられ る。有給 の介護労働者 を確保 で きない ことか ら、緊急時 の 申請 に対応 で き
ない現状 とあわせて、今後 の課題 で ある。
障害者 と在宅介護者 の一 時休息 に関す る 96年 法案 は、全国規模 のボラ ンティア団体 メ ンカ ップ

(MENCAP)の 議長 で もある L.リ

ックス (Lord Rix)下 院議員 の提出である。 この法案 は、障

害者 と在宅介護者 のアセス メ ン トを踏 まえた一 時休息 の実施 を自治体 に義務 づ ける

0。

ここに言

う在宅介護者 は、95年 法 のそれ と同 じである。
L.リ ックス下院議員 は、96年 4月 17日 の議会 で 95年 法 の限界 を指摘す る

"。

95年 法 は、一 時

休息 に関す るニーズ のアセスメン トはともよ リー 時休息 の取得 について も保障 してい ない。96年
法案 は、 この種 のニーズに関す るアセス メ ン トと確 かめ られたニ ーズに沿 う一 時休息 の取得 とを
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目的 にす る。一時休息 の現状 は、在宅介護者 のニーズ に充分沿 うわ けでない。10万 人 にのぼる重
度 の知的障害者 は、家族 と共 に地域 に暮 らす。一 時休息 の機会 を得 るのは、僅 かにその 5分 の 1、
実数 にして 2万 人程である。 8万 人 の在宅介護者 は、一時休息 の機会 と無縁 で ある。一 時休息 を
在宅介護者 の権利 として認 めるな らば、重度 の知的障害者 を抱 える家族 もご く普通 の家族生活 に
少 しで も近 付 くこ とになろう。在宅介護者 に休息 と余暇 の機 会 を与 える ことになろう。 その意義
は大 きい。在宅介護者 の引 き続 く確保 の上か らも、必要 で ある。重 い介護の負担 に これ と言 つた
援助 の手 も差 しのべ ないな らば、在宅介護者 の確保 も遠 くない将来 に危 うくなろう。在宅介護者
が介護 に疲れて被介護者 の世話 に当たれな くなる と、被介護者 は、居住介護施設 な どへ の入所 を
余儀 な くされ る。 これ に要す る費用 は、年間 に約 4万 ポ ン ドである●0。 公費の負担分 は、10%に
当た る在宅介護者 が介護 を担 えな くなる と仮定 して年間 20億 ポン ドで あ る (家 族政策調査研究
所、FPSCの 試算 による)。 一 時休息 の保障 は、こうした事態 を避 ける為 にも必要 で ある。それは、
政府 と自治体 に とって もうま味 のある話 で ある。
この法案 は、
在宅介護者全国協会 をはじめ とす るボラ ンティア団体 によって広 い支持 を受 ける。
下院 における法案 の趣 旨説明 に続 いて、数人 の議員 が賛成 の討論 を行 う。 しか し、議会 の多数 の
賛成 を得れない ことか ら否決 され る。法案 に反対す る議員 の主張 は、 お よそ次 のよ うな内容 で あ
る。第 1に 、一時休息 の意義 を否 定す る議員 は、一人 としていない。第 2に 、 自治体 は、良質 な
一 時休息 の発展 にむ けて積極的 に取 り組 んで い るし、
政府 も同 じように特別 の関心 を払 って い る。
第 3に 、95年 法の施行 は、96年 4月 1日 に始 まったばか りである。この法律 の効果 を確 かめ もせ
ず に、次 の立 法化 に進む ことな どい ささか性急 である。最後 に、法案 には幾 つかの混乱 もある。
「保健及 び社会的 なニ ーズ」 とい つた法案 の文言 は、何 の説明 もカロえられず判然 としない。 自治
体 に余計 な事務負担 を押 しつ ける ことになろう。

96年 法案 は、 こうして 日の 目を見 てい ない。 しか し、 これに反対す る論拠 は、いかに も薄弱で
ある。最後 の主張 は、討論 の中で詰 めて い けば良 い内容 で ある。第 3の 主張 にかかわ る 95年 法 の
効果 は、 その後、在宅介護者全国協会や専門研究者の検討 に付 され る。95年 法 を以 って万 全 であ
る と説 く専門研究者 は、筆者 の知 る限 リー人 として い ない。95年 法 は、アセスメン ト請求権 を制
度化 した にもかかわ らず、サー ビスの給付請求権 を盛 り込 んで い ない。アセス メ ン トの結果 をサ ー
ビスの給付 にどの ように生かすか は、自治体 の裁量 に委ね られ る。95年 法の効果 を調査 に即 して
確 かめたか らこそ、新 しい法律 の枠組 みを求 めるのである。第 2の 主張 は、 自治体 や政府 の取 り
組 みあるい は姿勢 の変化 を言 うので あれば、指摘 の通 りである。在宅介護者 の問題 が 80‑90年 代
にクローズ ア ップされ るにつれて、政府 の対応 も変化 してい る。 これ 自体 を否定す るつ もりは、
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少 しもない。 しか し、一 時休息 の現状 は、96年 法案 の提案理 由 を引 き合 い に出す まで もな く、そ
うした変化 の下 において さえ芳 し くない。 自治体 や政府 の取 り組 みは、新 しい制度 に支 えられ て
こそ確 た る発展 を もた らすで あ ろう。一 時休息 の請求権 は、96年 法案 に反対す る理 由の底 の浅 さ
を考 えると、 そう遠 くない 日に制度化 され るように考 えられ る。
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